Ⅰ

研究の目的

１

ポートフォリオ評価の活用に関する開発的研究

私たちは、平成 14 年度〜 16 年度の 3 ヶ年にわたり、科学研究費補助金（基盤研究Ｂ−
＜２＞）を得て「ポートフォリオ評価を活用した指導と評価の改善に関する開発的研究」
に取り組んでいる。
既に周知のように、新たな指導要録が改定され、平成 14 年度の新学期から各教科にお
いて絶対評価が導入されることになった。これに備え、国立教育政策研究所教育課程研究
センターは、小・中学校の新しい学習指導要領に沿った各教科ごとの『評価規準、評価方
法の研究開発（中間整理）』（平成 13 年 5 月）、及び各教科と特別活動に関する『評価規準
の作成、評価方法の工夫改善のための参考資料（小学校）−評価規準、評価方法の研究開
発（報告）−』『評価規準の作成、評価方法の工夫改善のための参考資料（中学校）−評
価規準、評価方法の研究開発（報告）−』（いずれも平成 14 年 2 月 28 日）を作成し、公
表した。しかし、その運用や実践方策等に関しては各学校関係者等に任されており、その
早急な研究開発が急務とされている。
しかも、今後の評価においては、次節で検討するように、絶対評価による学習効果の判
定のみ成らず、同時に評価結果を指導の改善及び子どもの自己学習力の促進に生かすため
のきめ細かな評価の在り方が求められている。
このような今後の新たな評価の実現のためには、従来の標準化されたテストによる評価
では対応できず、これに代わる新たな評価法としてのポートフォリオ評価（ portfolio
assessment）が不可欠になると考え、私たちは、その理論的検討のみならず、実践レベル
における開発的研究に取り組むことにしたのである。
昨年度及び一昨年度においては、理論編の検討とともに開発的実践研究に取り組み、そ
の成果を、それぞれ『ポートフォリオ評価を活用した指導の改善、自己学習力の向上及び
外部への説明責任に向けた評価の工夫−生活、国語、理科、数学、英語を事例にして（第
一次報告書）』（平成 15 年 3 月）、及び『ポートフォリオ評価を活用した指導の改善、自己
学習力の向上及び外部への説明責任に向けた評価の工夫−生活、国語、社会、算数・数学、
理科、音楽、体育、技術、英語、特別活動を事例にして（第二次報告書）』（平成 16 年 3
月）と題する報告書にまとめ、公表した。
また、その全文は本研究所のホームページにても公開している。
（http://www.nier.go.jp/）
本年度は、研究の最終の３年次に当たることになる。

２

評価の３つの機能の統一的実現

昨年度の開発的研究においても同様であったが、私たちは、各教科等の評価の意義を、
指導要録に、あるいは各学校の通信簿に子どもの学習に関する総括的な評価結果を記録し、
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報告するという目的にのみ限定して考えないことにした。同時に、教育課程審議会答申に
もいわれるような指導の改善に資する評価、子どもの自己学習力の向上に向けた評価の在
り方・進め方にも迫るような評価の開発的研究を行いたいと考えたのである。
この間の事情を補足すれば、周知のように、教育課程審議会答申は、従来の「ともすれ
ば、過度の受験競争や偏差値偏重の風潮の中で、知識の量の多少によって学力をとらえる
傾向が強かった」現状を改め、今後は 、「・・学力については 、・・・自ら学び自ら考え
る力などの『生きる力』がはぐくまれているかどうかによってとらえる必要がある。」
（『児
童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について』、平成 12 年 12 月 4 日、p.12）
といって、「生きる力」の育成を今後の学校教育の目標に据える必要を提言した。
そして、このように、今後の学力（＝学校教育が目指す学習能力）は、知識の量の多少
ではなく、「生きる力」の育成であるとすれば、当然、評価の面においても新たな展開が
必要になるものと思われる。知識の量の多少を測定することを中心としたこれまでの評価
では生きる力の評価は困難となる。評価のねらいなり方法等について新たな展開が必要に
なるといえよう。
ではいったい、今後どのような評価の在り方が必要に成るであろうか。
それについて同答申は、今後の評価の機能と役割について次の三つの点を指摘している。
すなわち、「・・一つには、各学年、各学校段階等の教育目標を実現するための教育の実
践に役立つようにすることであり、もう一つは、自ら学び自ら考える力などの『生きる力』
の育成を目指すこれからの教育の在り方から考えて、児童生徒一人一人のよさや可能性を
積極的に評価し、豊かな自己実現に役立つようにすることである。」そして、三つ目とし
て、「さらに、今日、学校教育においては、保護者、地域の人々、国民全体に対し、学校
ではどのような教育を進めているのか、児童生徒にどのような資質や能力が身に付いてい
るのか、児童生徒の学習状況等にどのような問題があり今後どのような改善を図る必要が
あるのか、そのために家庭や地域の人々とどのような協力をしていく必要があるのかなど
について十分に説明していくことが重要である。」(p.4)と。
一読して、いずれも至極当たり前の指摘であるとも考えられよう。しかし、同時に、知
識の量の多少によって学力を規定し、その多少を判断しようとする従来の評価からは、い
ずれも実現困難な要求であることもまた確かなことであろう。
というのも、まず、知識の量の多少という子どもの学習結果情報を基に評価するという
在り方からは、子どもが何故にできなかったのか、はたして学習指導の過程のどこでつま
づいたのか、いったい指導のどこをどのように改善する必要があるかといった評価情報は
得られ難いと考えられるからである。これでは、せっかくの評価も教育の実践に役立つ評
価、その改善に資する評価（＝指導と評価の一体化）には結びつかない。せいぜい指導の
良し悪しを結果中心に判定するのみで、指導の過程の改善点を見出すまでには至らないと
いえよう。
この点は、学習者としての子どもにとっても同様であろう。すなわち、知識の量の多少
という結果情報からは、自分は何故にできなかったのか、はたして学習の過程のどこでつ
まづいたのか、いったいどこをどのように改善する必要があるかといった評価情報は得ら
れ難い。まさにウィギンズがいうように、「低い得点は、それ自体で一層の学習への不刺
激(disincentive)ではない。不刺激は、再び試みようとするための有効なフィードバックと
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機会という点において、その査定(assessment)から便益を得る何の機会も持てないという
こ と か ら来 る 。」 とい え よう( G.P.Wiggins, Assessing Student Performace, Jossey-Bass
Publisher, 1993, p.141)
このような評価を改め、今後は、それによって、子どもが学習の過程や成果にみられる
よさなり強み、可能性等に気付き、その後の自己の学習の在り方を考え、豊かな自己実現
に役立つような評価（＝自己学習力ないしは自己評価力の向上に資する評価）を求める必
要があるということが二つ目の指摘であるといえよう。
三つめの指摘は、評価は保護者、地域の人々、国民全体に対する説明責任を果たすもの
であるという機能である。
この点は、冒頭部分でも言及したような指導要録や通信簿の作成、あるいは学力テスト
の実施などを思い浮かべればよい。保護者等外部の人々に学校の説明責任をはたすという
評価の役割である。他にも、たとえば学校便り、学級通信といった広報的な手段、学校・
授業参観、ＰＴＡ、進路説明会等の機会や場面を活用しながら、学校としての説明責任を
はたしてきたことをあげることができよう。
ところで、その際、そこで活用されてきた評価情報が

知識の量の多少

を中心とする

ものであったとすれば、答申にいわれる「学校ではどのような教育を進めているのか、児
童生徒にどのような資質や能力が身に付いているのか、児童生徒の学習状況等にどのよう
な問題があり今後どのような改善を図る必要があるのか、そのために家庭や地域の人々と
どのような協力をしていく必要があるのかなどについて十分に説明していく」(p.4)とい
った外部への説明責任は、一面的なものであったといえよう。
私たちは、総合的な学習の時間における評価研究において、以上に指摘されるような三
つの機能、すなわち、教育の実践に役立つ評価（＝指導と評価の一体化）、子どもの豊か
な自己実現に役立つ評価、保護者等外部への説明責任の履行に役立つ評価という三つの評
価の機能を
３

統一的に

視野に入れた評価の在り方を研究開発したいと考えたのである。

絶対評価と個人内評価への取り組み
前出の教課審答申は、評価の関する今一つの大切な要点を指摘している。すなわち、今

後は従来の集団に準拠した評価（いわゆる相対評価）よりも目標に準拠した評価（いわゆ
る絶対評価）を重視していくという方針である。
既述の知識の量の多少を問う評価では、集団に準拠した評価（＝集団の中での相対的な
位置付けによって子どもの学習状況を評価する、いわゆる相対評価）が中心であったとい
えよう。ところが、このような評価の在り方に対して同答申は「学習指導要領に示す基礎
的・基本的な内容を確実に習得し、目標を実現しているかどうかの状況や、一人一人の児
童生徒のよい点や可能性、進歩の状況いついて直接把握することには適していない。また、
児童生徒数の減少などにより、学年、学級の中での相対的な位置付けを明らかにする評価
では、客観性や信頼性が確保されにくなっている」(p.14)といって、批判的である。
それでは今後の評価において重視すべきことは何か。同答申は、「これからの児童生徒
の学習状況の評価の在り方としては、学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況を
見る評価（いわゆる絶対評価）を基本に据える」(p.8)−「現行の学習指導要領及び指導
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要録の下での評価の一つの特徴は、集団に準拠した評価（いわゆる相対評価）ではなく、
目標に準拠した評価である観点別学習状況の評価を基本に据えていることであるが、新し
い学習指導要領の下では、この考え方を一層発展させていくことが重要である。」（p.13）
−「現在いわゆる絶対評価を加味した相対評価をすることとされている各教科の評定を、
目標に準拠した評価（いわゆる絶対評価）に改める」(p.19)と提言したのである。すなわ
ち、今後の各教科の観点別学習状況及び評定は絶対評価により行うという方針である。
そして、この方針を早急に実現するために、「・・児童生徒の学習の到達度を客観的に
評価するための評価規準等の研究開発」を国や都道府県・市町村の教育センター・教育研
究所等、教員養成大学等の教育研究機関などに要請したのである。
ところで、同答申は今一つの提言を行っている。すなわち、従来も重視してきた個人内
評価に関連しての指摘であるが、それについて同答申は「児童生徒一人一人のよい点や可
能性、進歩の状況などを積極的に評価することは、これまでと同様重要である。」(p.13)
と提言したのである。
そして、この個人内評価は、新設の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄におい
てその具体化に努めるとともに、新設の総合的な学習の時間の評価においてその結果を「文
章記述すること」として提言されたのである。
私たちは、以上の提言を考慮しつつ、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間の
すべての評価において、絶対評価の在り方・進め方のみならず、同時に個人内評価の在り
方・進め方に関する研究開発に取り組むことを目的にした。

Ⅱ

研究の内容

１

問題解決評価と３つの評価の機能

（１）問題解決評価の特質
私たちは、子どもの知識の習得量の多少を測定することを意図する評価（＝測定評価観）
から、いうなれば問題解決評価観への転換を図ることが３つの評価の機能、とりわけ指導
と評価の一体化及び子どもの自己学習力の向上に向けた評価の実現に有益ではないかと考
えた。
いうところの問題解決評価観とは、デューイ(John Dewey,1859-1952)の『価値づけの理
論』(Theory of Valuation, Vol.Ⅰ and Ⅱ:Foundations of Unity of Science, The University of
Chocago Press, 1939)等にみられる評価の特質を私たちなりに命名したものである（高浦勝
義著『総合学習の理論・実践・評価』黎明書房、1998 参照）。
すなわち、デューイによれば、価値づけ、ないし評価という行為は、私たちが様々な問
題的場面に遭遇し、その問題的場面を解決するために、その追究過程において有益な資料
・情報を得ようとしていろいろな事物・事象の価値（値うち）の比較判断をする、その判
断行為であるという。
たとえば、ある人がマイホームを建てるために土地を捜すという一つの問題解決事例を
考えみると、まず、この人は自分で、あるいは不動産業者などを通じていろいろな土地を
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捜し、それぞれの値うち（値段、場所、形状、広さ等）を調べ、それらの土地を自らの評
価規準及び評価基準（準備金内で購入可能か、場所や広さ、形状等は希望に合っているか）
から比較判断し（価値付け valuation）、そして最終的にある土地の購入を決定するという
行為が予測される。この場合の価値付けの行為が評価というわけである。だから、もし私
たちに何事もなく、事がスムーズに運んでいるような場合には、事物・事象の価値を比較
判断する必要はなく、したがってまた評価行為は生じないということになる。
このような問題解決評価観に類似した評価観はわが国においてもみられるところであ
る。例えば、続氏の次のような評価観をあげることができる。すなわち、続氏は「評価は
目的追求−評価−調整という単位での目標追求活動における部分活動であって、追求活動
の実績と目標との関係をチェックし、調整活動のためにフィードバック情報を提供するも
のである。」という（続

有恒『教育評価』第一法規, 1969, p.27）。そして、この考え方を

教育場面に当てはめると、「教育評価は教育目標を追求している者が、その追求途上の各
時点において、目標とその時点における状態とを比較して追求活動の調整のために必要な
判断をすることである。いいかえれば追求活動をしている者が自己調整していくためのフ
ィードバック情報を獲得することである。」（続

有恒「Ⅱ その改善と評価像 」『教育評

価はこれでいいのか』日本教育新聞社編、明治図書, 1970, p.77）ということになる。
また、東氏は「教育評価とは、教育活動にかかわる意思決定の資料として、教育活動に
参与する諸部分の状態、機能、所産などに関する情報を収集し、整理し、提供する過程で
ある。」（東

洋『子どもの能力と教育評価』東京大学出版会, 1979, p.95）といった見方・

考え方を提示しているが、類似の評価観にあるといえよう。
つまり、評価とは、問題解決している者が、自己の問題解決（「 目的追求」（続氏）／
「教育活動にかかわる意思決定」（東氏）のために、その過程（途上）において、有益な
資料・情報を得るために事物・事象の価値を比較判断する（「目標追求の調整活動を行う
ためのフィードバック情報の提供・獲得」
（続氏）／「教育活動に参与する諸部分の状態、
機能、所産などに関する情報を収集し、整理し、提供する過程 」（東氏 ））行為であると
いった見方・考え方である。
このような問題解決評価の考え方を教師の学習指導に即していえば、教師は、児童生徒
の「生きる力」の育成に向けた自己の指導の善し悪しを、児童生徒の学習の過程及び学習
成果に照らして絶えず判断し、必要とあれば当初の計画に必要な変更・調整を加えていく
といった指導と評価の一体化が、それこそ自然のうちに営まれていると考えることができ
る。一方、児童生徒からいえば、教師の支援を得ながら自己の学習のめあてを決め、計画
を立て、その追究活動を営むという問題解決の過程において、絶えず自己の学習の過程及
び成果を自己評価し、その後の学習の展開に必要な調整を加えていくといった学習と評価
の一体化の姿（いわゆる自己学習力の向上）を描くことができる。
（２）ステイク氏の「顔」モデルとその活用
①ステイク氏の「顔」モデルの特質
私たちは、評価研究において、上記のような問題解決評価観に沿いながら指導と評価の
一体化、児童生徒の自己学習力の向上に向けた評価に取り組むには、ステイク氏の「公式
の評価」（いわゆる「顔」モデル countenance model)が有益であると考え、そのその実用化
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を図ることにした。
そこで、まず、その「顔」モデルを紹介すれば、次図のようである(Robert E. Stake, The
Coutenance of Educational Evaluation, Teachers College Record, Columbia University, LX Ⅷ -7,
April 1967, pp.523-540)。
すなわち、彼によれば、収集されるべき陳述や資料の割付けは大きく「記述」(description)
と「判断」(judgement)とに区分けされ、さらにそれぞれの内部が「意図」(intent)と「観
察」( observation) 、「基準」と「判断」に二分されることになる。そして、それぞれを通
じて、評価資料は「先行条件」(antecedent)、「処遇」(transaction)、「成果」(outcome)の３
つの側面にわたって分類され、整理されることになる。この結果、計 12 のセルが設けら
れることになる。
＜ステイクの「顔」モデル＞
意 図
観 察
基 準
先

行条

判 断

件

理論
的根

処

遇

成

果

拠

＜記述マトリックス＞

＜判断マトリックス＞

いうところの「先行条件」とは児童生徒の実態、教育目標・内容等の指導に関わる前提
条件であり、「処遇」とは指導中における教師の児童生徒への働き掛けの総称であり、「成
果」とは指導で目指す成果なり効果を意味している。
なお、この「先行条件」−「処遇」−「成果」の三者の関係についてであるが、彼自身
も認めるように、１単位時間の指導前（事前）を「先行条件」−そして実際の指導（事中）
を「処遇」−そして指導終了後（事後）を「成果」というように形式的ないし機械的に考
える必要なはい。むしろ、１単位時間の指導中において、例えば「先行条件」に基づいて
→「処遇」を行う→すると、一定の「成果」が現出される。次には、この「成果」を「先
行条件」とし→一定の「処遇」を行い→一定の「成果」を得る→・・・といった、三者の
力動的な過程が連続的に展開されていると考える必要がある。
ところで、＜記述マトリックス＞欄の「意図」とは、指導者が「理論的根拠」(rationale)
に基づいて構想する指導のプラン（先行条件−処遇−成果それぞれに関する計画）を指し、
「観察」は、これら意図した計画が実際にはどのようであったか（先行条件−処遇−成果
それぞれに関する実際）の側面を指している（スクリブンのいう形成的評価 formative
evaluation に相当する）。
そして、両者を評価の実際に照らして考えると、この「意図」と、実際の指導の過程に
おいて収集される「観察」情報との間には、それぞれ「先行条件 」「処遇 」「成果」に関
して一致ないし不一致（ズレ）のあることが確認されることになる。しかし、彼によれば、
一致したから良い、あるいは不一致（ズレ）があるから良くないといった価値判断をする
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ことはできない。この価値判断のためには＜判断マトリックス＞欄の評価作業が必要にな
る。
そこで、＜判断マトリックス＞欄であるが、彼によれば、価値判断のためには「基準」
と「判断」が必要になる（スクリブンのいう総括的評価 summative evaluation）。
そのうちの「基準」に関していえば、ある「基準」（先行条件−処遇−成果の望ましい
基準）を基に「記述」欄におけるその指導計画と実際との一致ないし不一致に関する価値
判断を行い、必要な指導改善の方策を見出していこうとすることになる。しかし、彼もい
うように、例え「卓越( excellence)」を教育目標として賛成するにしても、はたして子ど
もがどのようにあることが卓越であるかとなると、なかなか共通の指標を見出し得ないの
が実状であろう。意見は多様であろう。このため、彼によれば、むしろそのような多様な
「基準」を収集し、それらを基に「記述」欄における一致ないし不一致の状況を比較判断
し、必要な指導の改善策を見出すことが必要になってくる。いわゆる「絶対比較」(absolute
comparison)である。
さらには、「判断」欄においては「相対比較」(relative comparison)を行うことになる。
すなわち、「記述」欄における指導計画及びその実際を、別の類似のそれらと比較判断す
ることによってその良さなり指導改善の方途を求めていこうとすることが考えられている
のである。
②３つの評価の機能への「顔」モデルの活用
私たちは、このような特質を有する「顔」モデルは、教師の指導と評価の一体化のみな
らず、子どもの自己学習力の向上に向けた評価のためにも共通に転用できると考えたので
ある。教師の指導も、また、教師の指導の下で取り組んでいる子どもの学習も、実は問題
解決の過程そのものであるので、この「顔モデル」はそのままが指導即評価、学習即評価
であると考えたのである。
便宜上、教師の指導と評価の一体化に向けた作業を中心に考えると、まず、＜記述マト
リックス＞欄における諸資料の収集が必要になる。そして、ここでは大きく三つの作業が
必要になってくる。
一つは、「意図」欄に沿い、教師の問題解決プランを作成し、その資料を残しておくこ
とである。すなわち、一定の理論的根拠に基づいて、子どもの「先行条件」を把握し、そ
のような子どもにどのような指導を展開し（「処遇」）、どのような教育効果を得ようとす
るか（「 成果 」）に関する指導計画を作成し、その資料・情報をストックしておくことで
ある。
二つ目は「観察」欄に沿いながら、実際の指導の記録を残すことである。すなわち、実
際の指導においては、子どもの「先行条件」はどのようであり、また、どのような「処遇」
を行い、その結果、いかなる「成果」がみられたかに関する諸資料・情報をストックして
いくことが必要になろう。
三つ目には、
「意図」と「観察」においてそれぞれに収集された「先行条件」→「処遇」
→「成果」に関する論理的関係や両者の間にどのような一致ないし不一致（ズレ）の状況
がみられるかを分析し、その資料を残しておくことが必要になる。
そして、他方では、当該プログラム（指導計画）と実際の良さや、あるいは計画と実際
との間にみられる一致ないし不一致（ズレ）の状況を「基準」に照らして「絶対比較」し
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たり、あるいは「判断」のために収集された類似の指導計画及び実際に照らして「相対比
較」したりする。そして、その中から望ましい指導の在り方を決定したり、必要な指導の
改善策を見出して次に備えることが必要になる。
子どもだって、このようないわば計画（学習のねらい、そのための解決策と遂行計画）
を練る→実践（計画の実行）し、その記録をとる→計画と実践との一致・不一致の分析・
検討→改善策を練り、次に備える、といった学習即評価の連続を行っているといえよう。
もちろん、そうはいっても、子どもが初期の段階からこのような学習即評価といったす
べての活動を営むことは困難であろう。そのためにも、プケットらが提唱するような「足
場づくり」(scaffolding)の考え方を大切にしたいものである。すなわち、「まず、教師が課
題なり学習内容の大部分を提供したり実施したりしてみせ、その後、その役割部分を徐々
に減らしていき、それにつれ、子どもが次第次第にその課題を引き受け、ついには完全に
その足場が除去され、かくして子どもはその課題を一人で独立して追究できるようにな
る。」といった考え方である(M.B.Puckett and L.K.Black, Authentic Assessment of the Young
Child, Macmillan College Publishing Company, 1994, p.93)。

なお、上記に描かれたような

指導と評価の一体化及び子どもの自己学習と評価の一体化の跡を、それこそ過程と成果に
関する情報として収集し、蓄積したもの（＝ポートフォリオ）を保護者等に開示すれば、
それが即外部の説明責任を果たすことに通じるといえよう。

２

ポートフォリオ評価の意義と特質

（１）ポートフォリオとは
いうところのポートフォリオ(portfolio)とは、例えば『新コンサイス英和辞典』
（三省堂）
に「１． 紙ばさみ、折りかばん；（ 官庁の）書類携帯用ケース 、・・・３ ．（投資家が所
有する）有価証券目録、４．画集、代表作品選集（画家などの）」(p.884)とあるように、
元来は入れ物なり容器のことである。しかも、例示されているように、この入れ物の中に、
投資家が所有する有価証券目録を入れたり、画家が絵などの代表的な作品を収めておくと
いった経済界や芸術世界でのポートフォリオが一般的であることが分かる。そして、この
ようなポートフォリオの発想なり考え方を教育界にも取り入れていこうとするところに、
今日のポートフォリオ評価の意義や特質があると考えられるのである。
例えば、次のようなポートフォリオに関する２つの定義からもその特質がよく理解され
るところであろう（高浦勝義『ポートフォリオ評価法入門』（明治図書、2000,p.14）。
・「ポートフォリオとは、生徒が達成したこと及びそこに到達するまでの歩みを
記録する学習者の学力達成に関する計画的な集積である。」
「ポートフォリオとは、生徒に（そして／あるいは他者に）ある一定の領域に
おけるその生徒の努力、進歩あるいは学力達成を示す生徒の学習に関する目的
的な集積である。」

すなわち、ポートフォリオとは、入れ物の中に一人一人の子どもの学習到達の成果及び
そこに到達するまでの過程が分かるような資料・情報を目的的・計画的に集積したもので
あると考えられているのである。
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前項の検討と関連付けていえば、児童生徒の問題解決の過程及び成果に関する資料・情
報が目的的・計画的に集積されたものがポートフォリオ＜一般に、子どもポートフォリオ
＞であるといえよう。一方、教師に即していえば、教師が自らの問題解決、すなわち指導
の過程及びその成果に関する資料・情報を、児童生徒の学習の過程及び成果に関する資料
・情報も含みながら目的的・計画的に集積していけば、それが＜教師ポートフォリオ＞に
なるといえよう。
（２）テスト評価の代替としてのポートフォリオ評価
ところで、このようなポートフォリオの考え方やその実践は、一般に英国で発案され、
やがて米国に導入され発展させられていると考えられる。
その米国における事情をみると、米国では、 1970 年代以降から、学校の説明責任
( accountability) と い う 社 会 的 要 求 の 高 ま り を 背 景 に 、 各 種 の 標 準 化 さ れ た テ ス ト
(standardized test)を中心に児童生徒の学習結果を評価しようとする動き（測定評価）が顕
著になった。しかし、このようなテスト体制の結果、いろいろな弊害が指摘されるように
なり、その代替として( alternative)ポートフォリオ評価が登場するようになったと考えら
れるのである。1980 年代末頃からのことである。
各種テストによる評価の弊害としては、例えば次のような点が指摘されている。すなわ
ち、①標準化されたテストは、得てして多肢選択による一つの正しい答えを再認させるも
のであり、極めて限定的な測定手段にすぎないこと。深く、創造的に考えたり、既知のこ
とがらと新たに学ぶことを結合するといった能力を測定するのには困難であること、②教
師はテストで高い得点を得させようとして、ついついテストに出題される内容を網羅的、
かつ機械的に暗記学習させることに陥り、より多くの時間を要するプロジェクトや思考誘
発課題の学習などが避けられがちになること、③数値による最終的な得点結果のみが大切
にされることになり、引いては少しでも良い点数を取ろうといった点数至上主義、点数さ
えよければすべてよしといった結果主義が醸成され、その反面では、子どもがどのように
課題に取り組み、どのように問題解決したか、そこではどのような能力が発揮され、育っ
たか等を総合的にとらえる情報を得ることが困難になること、④基礎技能(basic skill)面
での向上の反面、より高次の思考技能(higher-order thinking skill)の低下をきたし、また、
そのような結果として、暗記中心の学習指導やカリキュラムにおける瑣末主義や狭隘さを
招くようになること等である（前掲書、pp.29-35）。
また、最近では、これらの標準化されたテストとは別に、各州内で統一的なカリキュラ
ムの基準(standard)を作り、その基準の達成度を評価することによって学校の説明責任を
果たそうとする目標達成テスト(standard-besed test)の動きが盛んである。しかし、このテ
ストに関しても、例えば①基準の達成状況を測るテストといいながら、各州間では同種異
形のテストが開発され（Massachusetts Comprehensive Assessment System( MCAS)、 ニュー
ヨーク州の the Regents Examinations、 the Texas Academic Assesment System( TAAS)、ヴァ
ージニア州の the Standards of Learning( SOL)等）、しかもそれぞれの難易度が各州間にお
いて異なるため、結局はテストで測る内容が基準と考えられるような事態がみられること、
②また、開発されるテストには政策的判断(political judgement)以外の基準点がないので、
テストの等質化(equating tests)が困難とねり、このため、各州で年ごとに実施されるテス

-9-

トの得点の高い−低いの比較判断ができなくなるといった深刻な問題点が指摘されている
（Deborah Meier, Standardization Versus Standards, in PHI DELTA KAPPAN, November 2002,
p.194）。
あるいは、これらのテストの活用の側面からも、例えば「基準や基準達成評価(standards
and standards-based assessments)は、もしその成功が単一のテストによってのみ測定された
り、あるいはそれらが単に報酬や承認を割り当てたり、自動的に留年を決めたり、卒業を
差し止めたりすることに用いられたりするのであれば、よりよい学習(better learning)を支
えることにはならない」といった批判がされたりもしている(Beverly Falk, Standards-Based
Reforms: Problems and Possibilities, in PHI DELTA KAPPAN, April 2002, p620)。
（３）真正の評価を目指すポートフォリオ評価
それではいったい、テスト評価の代替としてのポートフォリオ評価はどのような評価を
目指しているのであろうか。
端的にいえば、上記のようなテストによる評価では児童生徒の「真正の評価」(authentic
assessment)ができないからということになろう。
例えば、ウィギンス氏は「サッカーの技術の練習をいくら繰り返しても、それを実際の
ゲームで使えなければ、ゲームに生かせなければ無駄である」と比喩するのであるが
(G.P.Wiggins, Assessing Student Performance, Jossey-Bass Publishers, 1993, p.233)、まさにこ
の比喩に示唆されるように、例えテスト得点が高いにしても、学んだことが日常生活にお
いて何かを「遂行する」(perform)、「為す」(doing)といった現実的な場面(context)で使え
なければ意味がない。そうでなければ、児童生徒がそれを
に

真に

理解したとか、 現実

使えるとかということはできなくなる(Ibid., pp.206-210)。あるいは、キャンプベル氏

は、真正の評価を支える前提として、例えば「教育は事実を記憶することではなく、理解
に達するために情報を関連づけることである。」といった教育観及び「真の理解」とは「16
から 20 年間を学校教育で過ごし、事実や語彙を少しずつ寄せ集め蓄えていく」ことでは
なく、例えば「どんな原因がたつまきを引き起こすか？合衆国では、たつまきはどこで、
いつよく生じるか？なぜか？」といったような問い、すなわち正答や誤答が一つではない
よ う な 問 い に 備 え る 教 育 か ら 生 ま れ る と い っ た 知 識 観 を あ げ る の で あ る が ( David
Campbell, Authentic Assessment and Authentic Standards, in PHI DELTA KAPPAN, January
2000, p.406)、まさにその通りであろう。
テストでは、このような児童生徒の発達の

真の

姿をとらえることはできない。児童

生徒がはたしてどこまでを真に理解し、どこからができないかといった発達の姿をとらえ
ることができない。このようなところから、テスト評価の代替として「真正の評価」の必
要が叫ばれるようになったのである。
そして、真正の評価を具体化する有力な方法として、児童生徒の学習の過程及び成果の
特質を多面的にそれこそあるがままに

丸ごと

とらえ、その結果を基に教育的方策を考

えていこうとするポートフォリオ評価が発案されることになった。すなわち、プケット女
史らもいうように、「真正の評価という考え方は比較的に新しいものである。それは、子
どもに影響を及ぼす教育的諸決定のための根拠として、子どもが取り組んでいる学習及び
その取り組み方を観察し、書き留め、そして文書に記録していく過程として定義される。」
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(M.B.Puckett and J.K.Black, Authentic Assessment of the Young Child,Macmillan College
Company, 1994, p.22)と考えられているのである。
ポートフォリオに児童生徒の学習の過程及び成果に関する諸情報が集積されればされる
ほど、それらを基に、児童生徒自らが、あるいは児童生徒の指導に携わる教師が、自己の
問題解決を振り返り、次後に備えることが一層容易になるであろうし、また、児童生徒が
自己のポートフォリオを家に持ち帰ったり、あるいはポートフォリオを学校の保護者面談
の機会等を通して活用すれば、それこそ保護者等への説明責任を果たすことになるであろ
う。
（４）ポートフォリオ評価の設計
それでは、このようなポートフォリオ評価に取り組んでいく際、その計画なり設計はど
のように考えられているのであろうか。プケット女史らの描く「真正の評価のための設計
図」によれば、以下のようである。
すなわち、ポートフォリオ評価に取り組む際には、①評価される目的やねらいの決定→
②評価の内容なり範囲の決定→③評価の対象とされる児童生徒の心身の発達の場面の決定
→④評価方法・資料の決定→⑤評価者の決定→⑥評価の時期や場面の決定→⑦評価資料・
情報を収集し、記録し、活用する方法の決定→⑧学習成果を評価する規準の決定といった
一つの円環的な活動として計画され、実践されることが大切になる。

今、この図を参考にしながらわが国流に考えれば、上記の①、②、⑧に関しては、例え
ば学習指導要領に規定されている各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間における
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目標や内容、指導要録の作成において基本となる評価の４つの観点、さらには評価の４観
点に基づいて各単元レベルで具体化される評価規準等を想定することができる。
③④⑥は、実際に評価活動に取り組む際、心身の発達のどのような形成状況を（③）、
いつ・どの場面で（⑥）、どのような資料・情報によって（④）評価するかの計画づくり
の必要を指しているといえよう。
⑤は誰が評価するか、どんな人が関与するか、また、⑦はその評価主体の違いにより評
価資料・情報の記録・収集、活用法が異なるという特質を問うている。しかし、実際の授
業場面を想定すれば、教師及び児童生徒を評価の主体と考え、保護者や他の専門家はその
補佐役として考え、その前提のもとで評価資料・情報の記録・収集、活用の在り方を考え
ていくことが現実的であるといえよう。

３

評価の観点

（１）「生きる力」の育成を目指す評価の４観点とその意義
①生きる力としての評価の４観点
今後の学校教育は子どもの「生きる力」の育成を目標とするのであるから、評価に際し
ては何よりも子どもの生きる力がどのように育っているかを判断することが不可欠とな
る。その際の教育効果の指標として前出の教育課程審議会答申が提出したのが評価の４つ
の観点である。
すなわち、同答申は「新しい学習指導要領においては、自ら学び自ら考える力などの『生
きる力』をはぐくむことを目指し」ており、このため「評価に当たっては、知識や技能の
到達度を的確に評価することはもとより大事であるが、それにとどまることなく、自ら学
ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などの資質や能力までを含めた学習の到達度を評価して
いくことが大切である。このため新学習指導要領の下でも、現行の指導要録における評価
の観点 、『関心・意欲・態度 』『思考・判断 』『技能・表現 』『知識・理解』の４観点によ
る評価を基本とすることが適当である 。」(p.13)と提言したのである。新学習指導要領は
「生きる力」、すなわち自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などの資質や能力の育成
を目指しており、そのためには、現行の評価の４観点を踏襲し、絶対評価のための観点を
「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」とするのがよいとする
提言である。
②評価の４観点の意義
上記の評価の４観点は、平成 3 年に改定された指導要録以降、今回平成 13 年に改定さ
れた指導要録において採用されているわけであるが、これらをそれ以前の評価の観点と比
べると極めて大きな転換が認められる。
すなわち、観点別評価を初めて採用するようになった昭和 55 年 2 月 29 日に改訂された
指導要録をみると、「改訂の趣旨」として、評価の観点は「学習指導要領に示す目標の達
成状況」を評価するためのものとされていた。このため、目標は教科ごとに異なるわけで
あるから、観点の数といい表記のされ方も教科によってまちまちであった。さらには、各
教科の内容は目標から割り出されているので、例えば作文であれば観点の「表現の能力」
だ、数の計算であれば「技能」だ、図・表や地図・資料であれば「観察・資料活用の能力」
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だといった具合に、評価の各観点は内容の違いを反映して互いに独立したものと考えられ
ていた。
ところが、平成 3 年に改訂された指導要録においては、「改訂の概要」において、観点
は「新学習指導要領に示す各教科の目標や内容を踏まえ、自ら学ぶ意欲の育成や思考力、
判断力などの育成に重点を置くことが明確になるよう配慮し、観点等を改めた」とされる
ようになった。すなわち、各教科の目標から評価の観点が定められていた時代から転換し、
評価の観点は自ら学ぶ意欲や思考力、判断力（当時は「自己教育力」）の育成という目標
から定められるようになったのである。
このため、例えば作文であれ、数の計算であれ、あるいは図・表や地図・資料であれ、
それらを学習するときには常に同時的に４つの観点が不可欠になる。児童生徒の関心・意
欲・態度がなければ、思考・判断が働かなくては、技能・表現が機能しなければ、知識・
理解が深まらなければ、およそ学習は成立しない。このような転換が図られるようになっ
たといえよう。まさに、各教科の目標中心の観点から児童生徒の学ぶ力中心の観点への移
動である。
このような評価の観点の特質について、当時の文部省の指導要録改善調査研究協力者会
議の主査として『小学校及び中学校の指導要録の改善について（審議のまとめ）』（平成 3
年 3 月 13 日）をとりまとめた奥田氏は、後に、次のような自説を披露している。すなわ
ち、「学習というのは、『興味・関心』『意欲・態度』というのが『入り口』であり、子供
が問題に取り組んでいったときに、学習活動としては『調べること』とか『探すこと』が
ある。ところが、何かを調べてみようと思うときに、そこで求められる能力があるわけだ。
例えば考える力を持っていなければならない。それから、良いか悪いかの判断をする力も
持たなければいけない。さらに表現する力もなければいけない。その表現のことでは、口
で表す場合も、書く場合も、図形で表現する場合もある。要するに、考えたり判断したり
したことを、ある程度表現するとか、あるいは行動に移していくということが『プロセス』
だと思う。そういうことを通して、ある事柄について知識を得、理解する。あるいは技能
を身に付ける。それが、学んだ『成果』ではないか 。」(奥田真丈『新しい学力観と評価
観

絶対評価の考え方』小学館、1992.5,pp.73-74)と。
すなわち、「関心・意欲・態度」は学習の入り口であり、それに支えられながら調べた

り、探したりするのに必要な学習能力が「思考・判断」であり、その成果として身に付け
るのが「技能」であり「知識・理解」であるといった主張である。評価の４つの観点は学
習活動を構成する４つの側面であり能力であるというわけである。
昭和 55 年当時の評価の観点が各教科の目標・内容から設けられていた（内容分析的な
観点）のに対し、平成 3 年からは、子どもの学ぶ力から評価の観点が設けられるようにな
った（能力分析的な観点）という、180 度の劇的な転換が示されたのである。このため、
従来最初の観点であった知識・理解が最後になり、従来最後の観点であった関心・態度が
最初になったことをとらえて、知識軽視−態度重視の学力のはじまりだ、といって批判す
るのは当を得た批判とはいえないであろう。大人（＝目標・内容）中心の評価の観点から
子ども（＝学び）中心の評価の観点への転換が図られるようになった、といことが事の本
質である。
次に、このような評価の観点の特質を図示すれば、次のように描けることであろう。
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＜評価の四つの観点の構造＞
＜評価の４観点＞

自己教育力

（情意・態度面）

関心・意欲・態度

（高次知的機能面）

思考・判断

（思考の結果面）

技能・表現（又は技能）

（学ぶ力）
↑↓

知識・理解

各教科

国語

社会

算数

理科

生活

音楽

図画工作

家庭

体育

（各教科とも、評価の４観点を共通に採用）

そして、今回の平成１３年に改訂された新指導要録においては、上記に図示されるよう
な平成３年時代の評価の４観点を踏襲するところから、表題も「・・・の改訂について（通
知）」ではなく、「・・・の改善について（通知）」とされたのである。
このように、今回の評価の４観点は平成 3 年以降の指導要録における評価の４観点を踏
襲するものであり、しかも、その特質は、昭和 55 年時代の教科の目標・内容から学ぶ力
への転換から導かれたものである。評価の４観点は、たとえ教科の学習であれ、総合的な
学習の時間における学習であれ、道徳、特別活動における学習であれ、およそ子どもがあ
る内容を学ぶ際には共通に必要となる力であるといえよう。
（２）絶対評価及び個人内評価における評価の４観点の活用
既に第Ⅰ章第３節において検討したように、私たちは、各教科等のすべての課程におい
て絶対評価と個人内評価に同時に取り組むことにした。その際、両評価ともに上記の評価
の４観点を基に行うことにした。
すなわち、既に引用したように、教課審答申は「現行の学習指導要領及び指導要録の下
での評価の一つの特徴は、集団に準拠した評価（いわゆる相対評価）ではなく、目標に準
拠した評価である観点別学習状況の評価を基本に据えていることであるが、新しい学習指
導要領の下では、この考え方を一層発展させていくことが重要である。」（p.13）−「現在
いわゆる絶対評価を加味した相対評価をすることとされている各教科の評定を、目標に準
拠した評価（いわゆる絶対評価）に改める」(p.19)と提言したのである。今後の各教科の
観点別学習状況及び評定に際しては絶対評価を行うという方針を提言したのである。
しかも、「評価に当たっては、知識や技能の到達度を的確に評価することはもとより大
事であるが、それにとどまることなく、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などの資
質や能力までを含めた学習の到達度を評価していくことが大切である。このため新学習指
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導要領の下でも、現行の指導要録における評価の観点 、『関心・意欲・態度』『思考・判
断』『技能・表現』『知識・理解』の４観点による評価を基本とすることが適当である。」
(p.13)というように、この評価の４観点を基に絶対評価を行うことを提言したのである。
ところで一方、個人内評価に関しては、「児童生徒一人一人のよい点や可能性、進歩の
状況などを積極的に評価することは、これまでと同様重要である。」(p.13)と提言しては
いるものの、はたしてどのような観点から「一人一人のよい点や可能性、進歩の状況」を
評価するかには言及していない。総合的な学習の時間の評価に関連しても、各学校におい
て評価の「『観点』を記載し、それらの『観点』のうち、児童生徒の学習状況に顕著な事
項がある場合などにその特徴を記載するなど、児童生徒にどのような力が身に付いたかを
文章で記述する『評価』の欄を設けることが適当である。」（p.26）と述べるにとどまって
いる。
このようなところから、私たちは、本研究において、個人内評価においても、絶対評価
における場合と同様に、評価の４観点を採用することにした。すなわち、評価の４観点相
互の発達的特質をみれば（＝観点間経時的評価 ＊）、その子どもの発達にみられる強みや
よさ、課題などがみえてくるし、また、評価の４つの観点それぞれごとの発達的特質をみ
れば（＝観点内経時的評価 ＊）、それぞれの観点におけるその子どもの伸びや進歩の状況
がみえてくると考えたのである。絶対評価のための４観点とは別に、個人内評価のための
観点を新たに設ける必要は必ずしもないと考えたのである。
＊第一次報告書においては、それぞれ縦断的評価、横断的（・時系列的）評価とい
う用語を充てていた。しかし、両者ともに、子どもの学習実現状況の特質を学習
の経過に沿っていわば縦断的に評価していくことは共通しているところより、そ
れぞれ観点間経時的評価、観点内経時的評価と改称することにした。
（３）評価の４観点の展開
①各教科における評価の観点の展開
文部科学省は平成１３年４月２７日付けにて附属学校を置く各国立大学長、各都道府県
教育委員会等宛に「・・・指導要録の改善等について」通知したわけであるが、その中で、
各学校が参考とする各教科・各学年の評価の観点及びその趣旨を示している。以下、小・
中学校の各教科の評価の観点を示せば、次のようである。
教科
国

語

社

会

算 数
数 学

＜小・中学校における各教科の評価の観点＞
評
価
の
観
点
小
学
校
中
学
校
国語への関心・意欲・態度
話す・聞く能力
読む能力
（小学校と同表記）
言語についての知識・理解・技能
社会的事象への関心・意欲・態度
（小学校と同表記）
社会的な思考・判断
観察・資料活用の技能・表現
資料活用の技能・表現
社会的事象についての知識・理解 （小学校と同表記）
算数への関心・意欲・態度
数学への関心・意欲・態度
数学的な考え方
数学的な見方や考え方
数量や図形についての表現・処理 数学的な表現・処理
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数量や図形についての知識・理解
理

科

生 活

音

楽

図画工作

美

術

家 庭
技術・
家庭
体

育

保健体育

自然事象への関心・意欲・態度
科学的な思考
観察・実験の技能・表現
自然事象についての知識・理解
生活への関心・意欲・態度
活動や体験についての思考・表現
身近な環境や自分についての気付
音楽への関心・意欲・態度
音楽的な感受や表現の工夫
表現の技能
鑑賞の能力
造形への関心・意欲・態度
発想や構想の能力
創造的な技能
鑑賞の能力
家庭生活への関心・意欲・態度
生活を創意工夫する能力
生活の技能
家庭生活についての知識・理解
運動や健康・安全への関心・意欲
・態度
運動や健康・安全についての思考
・判断
運動の技能
健康・安全についての知識・理解

外国語
該当なし

数量、図形などについての知識・理
解
（小学校と同表記）

該当なし

（小学校と同表記）

美術への関心・意欲・態度
（小学校と同表記）
生活や技術への関心・意欲・態度
生活を工夫し創造する能力
（小学校と同表記）
生活や技術についての知識・理解

（小学校と同表記）

運動や健康・安全についての知識・
理解
コミュニケーションへの関心・意欲
・態度
表現の能力
理解の能力
言語や文化についての知識・理解

同「・・・指導要録の改善等について（通知）」は、これら上記に示された各教科の評
価の観点の設定理由に関して、既述の教育課程審議会答申のように「評価に当たっては、
・・・新学習指導要領の下でも、現行の指導要録における評価の観点、『関心・意欲・態
度』『思考・判断』『技能・表現』『知識・理解』の４観点による評価を基本とすること・
・」(p.13)とは必ずしも明言していないが、しかし、通知の中で「・・各学校において、
観点別学習状況の評価を基本とした現行の評価方法を発展させ・・・」等から考えれば、
上記の各教科の評価の観点は現行の「関心・意欲・態度」
「思考・判断」
「技能・表現」
「知
識・理解」の４つの観点を基本的には踏襲したものと判断されよう。
もっとも、上記の各教科の評価の観点の設定に関して若干気がかりな点のあることも否
めない。例えば、「国語」の評価の観点は他教科の場合と異なっている。すなわち、観点
としての＜国語への関心・意欲・態度＞及び＜言語についての知識・理解・技能＞はとも
かくとしても、その他の観点である＜話す・聞く能力＞＜書く能力＞＜読む能力＞は、そ
れぞれ内容の「Ａ

話すこと・聞くこと、Ｂ

書くこと、Ｃ読むこと」に対応して設定さ

れたかのような印象を受けるのである。また、類似の言語活動を扱う「外国語」の評価の
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観点が、小・中学校における国語の評価の観点と異なっていることも奇異に感じられる。
また、「音楽」、「図画工作、美術」においては＜知識・理解＞といった観点がやや薄く
なっていることも気がかりである（「技能」に包含されているのかも知れないが）。
②総合的な学習の時間における評価の観点の展開
それでは、新設の総合的な学習の時間の評価の観点はいったいどのように考えれている
のであろうか。
前出の教課審答申は、総合的な学習の時間の評価に関連して、この時間も「自ら学び、
自ら考える力や学び方、ものの考え方などの確かな育成に資するよう、評価に当たっては、
各教科の学習の評価と同様、観点別学習状況の評価を基本とすることが必要である」(p.26)
として、観点別評価を採用するように提言している。
しかし、その際の観点については３つの例示にとどめ、各学校の創意工夫を期待してい
る。例示の一つ目は、「学習指導要領に定められた『総合的な学習の時間』のねらいを踏
まえ、『課題設定の能力』『問題解決の能力』『学び方、ものの考え方』『学習への主体的、
創造的な態度』『自己の生き方』というような観点」である。二つ目は「教科との関連を
明確にして、『学習活動への関心・意欲・態度』『総合的な思考・判断』『学習活動にかか
わる技能・表現』『知識を応用し総合する能力』などの観点」である。そして、三つ目は
「各学校の定める目標、内容に基づき、例えば 、『コミュニケーション能力』『情報活用
能力』を定めたりすること」(p.26)というものである。
学校によっては、これらの事例にみられる観点を合計して計１１の評価の観点を設けて
いこうとする受けとめ方もみられる。しかし、そのような解釈は趣旨の異なる例示の観点
を一緒にするといった過ちを犯すことになろう。私たちは、本研究においては、二つ目に
例示されている４観点を基本的に踏襲することにしたのであるが、以下、その間の事情を
少し明らかにしたい。
まず、一つ目の例示観点に関していえば、それらは「学習指導要領に定められた総合的
な学習の時間のねらい」から導かれるものであると答申はいっている。しかし、考えてみ
れば、このような観点の設け方は、前項で検討したように、観点は「学習指導要領に示す
目標の達成状況」を評価するために設けたとする昭和５５年体制に戻ることになる。また、
三つ目の例示観点は「各学校の定める目標、内容に基づき、・・」とされているものの、
いうところのコミュニケーション能力といい、情報活用能力は総合的な学習の時間のねら
いなり例示課題（＝内容）から考えて極めて一面的で偏狭なものであるといえよう。
一方、私たちが本研究において二つ目の例示観点を有力なものと考えたのは、それらは
「教科との関連を明確にして、・・・」という理由づけがされているからである。そして、
教科にみられる評価の４観点は、前項の検討のように、新学力としての「生きる力」＝「自
ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などの資質や能力」の育成状況を絶対評価するため
の観点であるとされていた。この「生きる力」の育成への貢献、そのための
学ぶ力中心の観点

児童生徒の

の採用は、総合的な学習の時間といえども忘れてはならない特質であ

ると考えたからである。
次に、例示される観点についてであるが、例示では「学習活動への関心・意欲・態度」
「総合的な思考・判断」「学習活動にかかわる技能・表現」「知識を応用し総合する能力」
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の４観点とされている。このうち、最後の観点である「知識を応用し総合する能力」は、
いうところの「総合的な思考・判断」能力であると考えられる。このため、総合的な学習
時間においては、教科と同様に、最後の観点を「知識・理解」と置き換えていく必要があ
る。
私たちは、本研究と並行しながら「総合的な学習の授業と評価に関する開発的研究」
（平
成 14 年〜平成 16 年）に取り組んでいるが、以上の事情のため、そこでの評価の観点とし
て「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」という４観点を採用
することにしている。
③道徳、特別活動における評価の観点の展開
道徳（学校の教育活動全体を通じての道徳教育であれ、道徳時間であれ）及び特別活動
においては、評価の観点をどのように考えていけばよいであろうか。
前出の教課審答申には、道徳及び特別活動に関する評価の言及はみられず、僅かに、指
導要録における〔特別活動の記録〕欄や〔行動の記録〕欄及び〔総合所見及び指導上参考
となる諸事項〕欄への対応が求められている程度である。
学習指導要領においても、道徳に関連して、「児童（生徒−中学校）の道徳性について
は、常にその実態を把握して指導に生かすよう努める必要がある。ただし、道徳の時間に
関して数値などによる評価は行わないものとする。」とあるのみで、評価の観点や方法等
に関する言及はみられない。特別活動に関しても同様である。
このような状況の中で、教育課程研究センターの報告書には、小・中学校編ともに「第 10
章

特別活動」が取り上げられており、そこでは、評価の観点として４観点、すなわち「関

心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」を採用し、これを基に各内
容のまとまりごとの評価規準が記述されている。
このような評価の４観点は、私たちが本開発的研究において取り組んでいる評価の４観
点と全く同じものであり、意を強くしている。しかし、上記報告書には、道徳に関する評
価やその観点に関しては取り上げられていない。
このような状況の中で、文部科学省教育課程課・幼児教育課編集の『初等教育資料』
（平
成 15 年 1 月号、No.764）の中に、「道徳における学習指導と評価の充実」が特集されてい
るのは注目されるところであろう。
それをみると、「道徳性の評価を効果的に進める」ためには、道徳性の評価の観点を設
定することが大切であるとしたうえで、評価の観点としての３つを例示している。一つは
「道徳性の諸様相をもとに評価の観点を設定する」もので、具体的には「道徳的心情」
「道
徳的判断力 」「道徳的実践意欲・態度 」「道徳的習慣や行為」の４観点である。二つ目は
「道徳の内容項目を評価の窓口として生かす」もので、ここでは小学校低学年１５項目、
中学年１８項目、高学年２２項目が評価の窓口とされている。三つ目は「『行動の記録』
の項目を評価の窓口として生かす」もので、ここでは基本的な生活習慣、健康・体力の向
上など１０項目が評価の窓口とされている。
私たちが本開発的研究において採用している評価の４観点とは随分と異なっていること
が分かる。提案の二つ目及び三つ目に例示されている評価の窓口（＝観点）は、内容ない
し項目を観点に据えようとするものであり、各教科でいえば「内容」ということになろう。
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ところが、各教科では、既述のように、
「内容」がそのまま評価の観点になるのではなく、
これらの内容を

学ぶ

際の窓口が４つに設定され、それらが評価の観点となっているの

である。このため、道徳の評価の観点として例示されている二つ目及び三つ目の例示観点
は各教科における評価の４観点とは異なっているといわざるを得ない。
では、最初の例示観点はどうであろうか。執筆者はこの観点は『学習指導要領解説

道

徳編』に示されているというのであるが、筆者なりに分析すれば次のようにいえよう。す
なわち、例示される観点は、まず学習指導要領でいう「道徳教育の目標は、・・・・学校
の教育活動全体をを通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養う
こととする。」というねらいから３つを取り出し、これに−学習指導要領の「第３

指導

計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い」の１−（３）における「特に低学年では基本
的な生活習慣や善悪の判断」に依拠しながら−「道徳的習慣や行為」を加えたものである
といえよう。そして、このように目標・内容から評価の観点を割り出すという手法は、教
科でいえば実は昭和 55 年時代の評価の観点、すなわち各教科の目標・内容から評価の観
点を割り出すといういわゆる内容分析的な観点の手法と同じ類いのものであるといえよ
う。
以上のように考え、私たちの開発的研究においては、道徳の評価の観点は上記の例示観
点とは別に設けることにした。
端的には、道徳においても、各教科や総合的な学習の時間における場合と同様に、評価
の４観点を採用することにした。すなわち、道徳においても、結局のところ子どもが何か
を

学ぶ

ことには何らの変更はない。道徳性を身に付けるにせよ、あるいは道徳性を踏

まえた実践（力）をめざすにせよ、およそ子どもの学びを通さないことにはそれらは成立
しない。道徳の＜内容＞の指導は子どもの「生きる力」の育成の一環であろうし、そのた
めには子どもの道徳＜内容＞の学び（＝学ぶ力）が不可欠である。
このようなところから、私たちは、道徳、特別活動における評価の観点として、各教科
や総合的な学習の時間におけると同様な評価の４観点、すなわち、「関心・意欲・態度」
「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」を採用することにした。

４

評価規準の作成及び評価基準の設定

（１）評価の４観点による評価規準の作成
①教科・学年レベルにおける評価規準の作成
既述のように、教課審答申は、絶対評価を進めていく際の評価の観点として「関心・意
欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」の４観点を示した。
この評価の４観点による評価規準の具体化を意図した国立教育政策研究所教育課程研究
センターは、『評価規準の作成、評価方法の工夫改善のための参考資料（小学校）−評価
規準、評価方法の研究開発（報告）−』及び『評価規準の作成、評価方法の工夫改善のた
めの参考資料（中学校）−評価規準、評価方法の研究開発（報告）−』（いずれも平成１
４年２月２８日）と題して報告書の中で、評価の４観点に基づく各教科及び特別活動に関
する学習指導要領の内容ごとの＜評価規準＞及び＜評価規準の具体例＞を示している。
各学校においては、これらの評価規準及び評価規準の具体例を参考にしながら、評価の
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４観点をベースにした適切な評価規準を作成することになるわけであるが、上記報告書に
みられる評価規準及び評価規準の具体例は、いわば①教科・学年レベルにおける評価規準
というべきものである。具体的な評価においては、これらはさらに②単元レベルにおける
評価規準、さらには③学習過程レベルにおける評価規準にまで具体化される必要がある（た
とえば、文部省内指導要録研究会監修『平成 3 年改訂

小学校児童

新指導要録の解説と

実務』図書文化、1991、p.99 参照）。
②単元レベルにおける評価規準の作成
単元レベルにおける評価規準の作成においては、その単元において子どもに学習達成し
て欲しい目標を評価の４観点別に作成することになる。
この単元レベルにおける評価規準の作成は、具体的には、次節の単元指導計画のフォー
マット中の「単元の評価規準」において作成されることになるのであるが、私たちは、そ
の際、次のような基本的な立場を堅持することにした。
一つは、評価の４観点は、子どもの学び（＝自己教育力）を構成する能力であるので、
どんな内容であれ、子どもがそれを学習するときには常に同時的に不可欠な能力となる。
このため、単元や内容に応じて評価規準の数や特質を変えず、どの単元・内容においても
評価の４観点を基本にして評価規準を作成するといった立場である。
二つ目は、学習指導要領に示される各内容は、実際には、具体的な単元を通して指導さ
れることになる。その場合、内容と単元とが１対１対応する場合もあれば、一つの単元を
通して複数以上の内容が目指されるケースもみられる。このため、評価規準の作成は、既
述の教育課程研究センターの示した各内容ごとの評価規準及び評価規準の具体例を参考に
しながらも、その単元を通して指導される目標・内容に基づいて新たに評価規準を作成す
るといった立場を基本とすることにした。
すなわち、たとえその単元において指導される内容が単一であれ複数であれ、そのため
の学習活動（＝単元における学習活動）を通して子どもがどのような「関心・意欲・態度」
をもち、そこで何をポイントに「思考・判断」し、その過程においてどのような「技能」
を働かせどのように「表現」し、またどのような「知識・理解」を得ることを目指すかが
統一的に明らかになるように評価規準を作成することにした。
なお、各４観点別の評価規準を作成する際、それぞれいくつの評価規準を作成するかと
いう点に関しては、予め決まった数を特定せず、単元に応じて柔軟に考えていくことにし
た。それぞれを二つにしても、あるいは各観点内の評価規準の数が互いに異なってもよい
ことにした。また、各評価規準は○付き数字で表すことにした。
三つ目は、評価規準を設ける際のレベルというか、児童生徒の学習目標像をどのように
設定するかという問題である。
既述の教育課程研究センターの報告書には、たとえば「『内容のまとまりごとの評価規
準』及び『内容のまとまりごとの評価規準の具体例』（両方を指す場合はまとめて『内容
のまとまりごとの評価規準及びその具体例』という 。）が示す学習の実現状況は 、『おお
むね満足できる』と判断される状況（Ｂ）を示している。」（p.11）といった言及がみられ
る。評価規準は「おおむね満足できる」状況、すなわち、学習の実現状況を評価し、その
結果をＡ、Ｂ、Ｃの記号で記入するという際のＢ相当に設定せよ、といった指摘である。
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しかし、このような指摘は、そもそも何を目標とするかという評価規準(criterion)とそ
の実現状況を判断する量的な指標なり尺度である評価基準(standard)とを混同して立論し
ていること、また、Ａ、Ｂ、Ｃと判断する際の基準なり尺度がこれまでに示されたことの
ないこと、などの弱点がみられる。
このようなところから、私たちは、本研究においては、評価規準は
ここまで学習実現して欲しい

すべての子どもが

というレベルにおいて作成することにした。

③学習過程レベルにおける評価規準の作成
単元レベルにおける評価規準は、さらには学習過程レベルにおける評価規準にまで具体
化される必要がある。
そして、そのために、私たちは、評価の４観点別に作成された各評価規準（○付き数字）
の学習実現状況を学習過程のいつ、どこで評価するかが分かるよう、次節の単元指導計画
のフォーマット中の「学習過程と評価計画」の＜評価規準＞欄に、同じ○付き数字にてプ
ロットしていくことにした。
その際、学習過程上にプロットされる評価規準の場所や数は、基本的には単元レベルに
おける評価規準（＝単元の評価規準）の設定の仕方によって左右されることになる。もし
単元の評価規準が一つの場合（たとえば、
「①・・・の活動に意欲的に取り組もうとする」）、
学習過程上では１回プロットされたり、あるいは複数回以上プロットされることになる（た
とえば、①導入活動に意欲的に取り組もうとする、①展開活動に意欲的に取り組もうとす
る、①まとめ活動に意欲的に取り組もうとする、といったように）。単元の評価規準が二
つの場合は、学習過程上では２回、あるいは３回以上プロットされることになる。いずれ
にせよ、学習過程上にプロットされる評価規準の数は、それぞれの単元の評価規準の数と
同じか、あるいはそれより多くなることが原則となる。
（２）評価基準の設定
①評価基準の必要
絶対評価及び個人内評価を行うためには、評価の４観点別の評価規準を作成するのみな
らず、同時に評価基準を設定しておく必要がある。評価規準(criterion)は達成目標であり、
その単元においてすべての子どもに達成して欲しいと考える目標を評価の４観点別に示す
ものであるのに対し、評価基準(standard)は、その達成目標を子どもが現実にどの程度達
成しているか、その実現状況を判断する指標であるといえよう。
指導要録の観点別学習状況を評価するためには、１年間にわたる各観点ごとの実現状況
を評価して 、「十分に満足できると判断されるもの」をＡ 、「おおむね満足できると判断
されるもの」をＢ、「努力を要すると判断されるもの」をＣとする３段階絶対評価を行う
こととなっている。このため、子どもの学習実現状況をＡ、Ｂ、Ｃと判断する目安なり指
標となる評価基準を予め設定しておくことが必要となる。
前出の教課審答申は、この点を、「評価規準等に基づき、評価者の主観に流されずでき
るだけ客観的に学習の到達度の評価ができるようにするため、教科や評価の観点によって
は、評価規準や評価方法を示すことに加え、実際の児童生徒のレポートや作品など学習状
況の事例を盛り込んだ評価事例集を作成するなどの工夫をすることも有効である。」(p.32)
と指摘している。すなわち、評価規準を示すにとどまらず、この単元におけるこのような
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観点の評価規準は、子どもがこのような学習実現状況であればＡ、すなわち「十分に満足
できる」とする、このようであるなら「おおむね満足できる」（Ｂ）とする、このような
実現状況であるなら「努力を要する」（Ｃ）とするといった評価基準の目安となる事例を
盛り込んだ「評価事例集」を作成することの大切が指摘されている。
アメリカ合衆国の諸州で進められているルーブリック(rubric)は、まさにこのような評
価規準と評価基準を同時に収めた評価指針となっている。
すなわち、
「ルーブリックという言葉は赤を指すラテン語の ruber から派生している。
中世の時代には、ルーブリックは法律や典礼に付記された一セットの指示なり注釈であり、
それらは特に朱書きされていた。このため、ルーブリックは人々に権威ももって何かを指
示するあるものを意味するようになった。子どもの査定(assessment)においては、ルーブ
リックは子どもの学習成果を評価するための一セットの得点化指針( a set of scoring
guideline for evaluating students' work)である。」(G.Wiggins, Educative Assessment - Designing
Assessments to Inform and Improve Student Performance -, Jossey-Bass, 1998, p.154) であり、
「効果的な作業実績(performance)にとっての鍵は、評価基準(standard)と評価規準(criterion)
を予め設定することである。評価規準が欠如すれば、査定はただそれだけ、すなわち単な
る課題や教授活動そのものにすぎない。おそらく最も重要なことは、得点化のための評価
規準は判断される内容を明らかにし、そして多くの場合、同時に受容可能な作業実績のた
めの評価基準を明らかにするということである。このため、評価規準はあなたの目標(goal)
と達成の基準(achievement standard)を伝えるのである。ルーブリックは判断されるべき評
価規準を内に含んだ得点化フォームを指している。」(K.Burke, Assess Authentic Learning,
IRI/Skylight Training and Publishing, Inc., 1994, p.59)と考えられているのである。評価基準
は、評価規準の実現状況を得点化できるよう、予め量的に設定されていることが大切であ
るというわけである。
このため、評価規準と同時に設定される評価基準は、得点化するのにふさわしく、子ど
もの学習実現状況を量的に設定しておくこと（たとえば、○○といった事実や行動がみら
れれば３点とするといったように）が不可欠となる。「読み方」であれば、１（段階）は
子どもの学習の実現状況がこのようである場合だ、かくかくの読み方ができれば４（段階）
とする、あるいは８（段階）にあると判断する。あるいは、「数学」であれば、子どもが
このような解答をしていれば４点、このようであれば１点、答えがなければ０点とみなす。
子どもの学習実現状況が事実的・行動的に判断できるように設定されていることが大切で
ある（高浦勝義『ポートフォリオ評価法入門』、明治図書、第７章参照）。
なお、このような例示からも示唆されるように、評価基準を何段階に設定するか、例え
ば３段階にするか、５段階にするか、あるいは合否を示す２段階にするかは必ずしも一定
していない。わが国の指導要録においては、「観点別学習状況」は子どもの学習実現状況
をＡ、Ｂ、Ｃの３段階絶対評価し、「評定」は、小学校第３学年以上においては３、２、
１の３段階絶対評定、中学校の必修教科においては５、４、３、２、１の５段階絶対評定
を行うことになっているので、それぞれへの対応を念頭に置きながら評価基準を設定して
おくことが好都合となる。
②評価基準の設定フォーマット
本研究においては、私たちは、単元における子どもの評価規準の実現状況を判断する指
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標としてＡ、Ｂ、Ｃの３段階より成る評価基準を設定することにした。その際のフォーマ
ット及び記述要領について次のように考えた。
＜評価基準の作成フォーマット＞
まず、評価基準の設定フォーマットを示せば、次図のようである。
＜評価基準の設定フォーマット＞
学習

評価

学習活動における

評価

評

活動

規準

具体的な評価規準

資料

Ａ（３）

価

基

準

Ｂ（２）

Ｃ（１）

すなわち、「学習活動」、「評価規準」、「学習活動における具体的な評価規準」、「評価資
料 」、「評価基準」の各欄を設け、さらに「評価基準」欄内をＡ（３点 ）、Ｂ（２点 ）、Ｃ
（１点）に３区分することにする。
そして、「学習活動」欄には、単元指導計画における「学習過程と評価計画」中の学習
活動の特質を展開の過程に沿って記述する。そして、それぞれの学習活動に対応しながら
「評価規準」、すなわち「学習過程と評価計画」の中にプロットされた単元の評価規準（各
観点別の○付き数字）を記載し、さらにその評価規準を学習過程の展開に即して具体化し
た「学習活動における具体的な評価規準」を作成して収める。
次に、それぞれの「学習活動における具体的な評価規準」の学習実現状況を判断するた
めの「評価資料」を、一つの評価規準に対して一つの評価資料をという原則に沿って記述
する。もし複数の評価資料を活用するのであれば、各評価資料ごとに欄を設けることにす
る。評価資料が異なれば、それに続く「評価基準」欄の記述内容が異なってくるからであ
る。
そして、「評価基準」欄には、それぞれの評価資料から、どのような学習の実現状況が
みられればＡ（３点）とするか、あるいはＢ（２点）とするか、Ｃ（１点）とするかの判
断基準を設定するのである。
＜評価基準の設定要領＞
また、上図の「評価基準」欄における３段階尺度の設定ないし記述に際しては、次のよ
うな留意点が大切となろう。
（ア）Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれの評価基準は、子どもの実際の学習資料・情報を基に評価規準
の実現状況を判断する指標であるので、それにふさわしく、事実的・行動的な記述なり尺
度化を行う必要がある。
実践を振り返れば、当初は、これらの基準を
できる

・・・している

とか

・・・を記述している

とか

・・・

・・・を書いてい

といった事実的・行動的表記に改めることが大切になる。

（イ）また、評価基準としてのＡ、Ｂ、Ｃは、元来、そのすべてが
と考えることが大切となる。たとえば
いる

とか

といった、いうなれば目標的に表記する誤りを犯しがちになる。しかしそうでは

なく、これを
る

・・・することができる

３つ以上○をつけている

といった表記や、あるいは教師が期待する
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量

的な指標である

とか

１つずつ書いて

３つの内容の記述がある

といった、

いわば質的な表記が大切となる。
中には、評価基準では質的な評価ができないなどの批判もみられる。しかし、Ａ、Ｂ、
Ｃといった評価基準の設定自体が、元来、量化の試みである。このため、３や２といった
単なる数的表記にのみ目をつけ、それを量的ということ自体がおかしい。たとえば「やり
たい項目に３つ以上○をつけている」といった評価基準も量的な表記であるし、また、
「○
○の工夫や配慮について書いている」とか「○○を３つ以上書いている」などの評価基準
も、質的ではなく、量的な表記であるといえよう。
（ウ）また、Ａ、Ｂ、Ｃの各セル内に評価基準を設定していく際には、単一の指標なり視
点に基づきながら評価基準を記述していくことが大切である。
たとえば、Ａ欄内に

最後まで話し合いに参加し、要点を三つ以上書いている

と記述

されている場合、話し合いへの参加の状況という視点と話し合いの内容の理解という視点
とが同時的に記述されていることになる。これでは判断に困るわけである。一方の視点の
実現状況はＡであるが、他方の視点はＢだといったケースが往々にして生じるからである。
また、そのように複合的な視点から記述する場合、往々にして「評価資料」欄に複数の評
価資料（例えば、観察と学習カードといったように）が記述されることになる。
しかし、これらを改める必要がある。一つの「評価資料」欄には一つの評価資料を記入
し、そして、それを基に一つの視点からＡ、Ｂ、Ｃの判断基準を記述することが大切とな
る。
（エ）さらには、評価基準としてのＡ、Ｂ、Ｃの欄のすべてを記入する必要があるのか否
かという問題がある 。 Ｂさえ決まれば（決めれば ）、それ以上はＡであるし、それ以下
はＣになるので、Ｂだけ記述しておけばよいではないか
Ｂだけを決め、Ｃは空欄でよいのではないか

といった問題、あるいは

Ａと

といった問題である。

しかし、もしそのようであれば、評価は子どもの学習成果をみての勝負だということに
なり、判断基準がふらふらすることになろう。これでは、元来、絶対評価であるべき評価
が相対評価になりかねない。
評価基準は、学習に先立って、予め決めておくことが必要である。また、ＡやＣといっ
ても、その中には更に学習実現の状況のいろいろな下位レベルがあるだろうし、それを基
に指導の改善なり進め方を考えたりする必要がある。さらには、子どもに自己評価を求め
る際、もしＡやＣの評価基準が設定されていないとＡかＣの判断ができなくなる。このよ
うなため、評価基準としてのＡ、Ｂ、Ｃの欄は、そのすべてを予めきちんと設定しておく
必要があるといえよう。
（３）多様な評価資料・情報の活用
①多様な評価資料・情報源
評価の４観点に沿って具体化される評価規準の達成状況を絶対評価するためには、従来
のテスト情報によるのみならず、それ以外のそれこそ多種多様な評価資料・情報を駆使す
ることが必要になる。主に知識・理解の習得状況を測ろうとするテストでは、関心・意欲
・態度や思考・判断等の評価は困難なことが予想される。このようなため、前出の教育課
程審議会答申も、「具体的な評価の方法としては、ペーパーテストのほか、観察、面接、
質問紙、作品、ノート、レポート」や「児童生徒による自己評価や児童生徒同士の相互評
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価・・・保護者による評価、教育活動に協力した地域の人々などによる評価」(pp.15-16)
等を例示している。
米国におけるテスト評価の代替としてのポートフォリオ評価の取り組みにおいても、同
様に、「真正の評価」(authentic assessment)を目指して児童生徒の学習の過程及び成果に関
する 丸ごと 把握を実現するため、極めて多種多様な評価資料・情報が駆使されている。
整理すると、そのような評価資料・情報源として大きく「観察」( observation) 、「作業実
績サンプル」(performance sample)、「テストもしくはそれに類する方法」(test)といった３
つの資料・情報群に分類可能である（高浦勝義『ポートフォリオ評価法入門』明示図書、
2000,Ⅳ章参照）。
今ここに、それらの種類のみリストすれば、「観察」においては、逸話記録法、チェッ
クリスト法、質問項目法、評定尺度法、時間抽出法、場面抽出法、インタビュー法などが
考えられている。また、「作業実績サンプル」では、宿題、教科等の学習に関する比較的
短い客観的な記述資料としての学習記録、感想や意見、個人的な経験等を物語風に記述す
る比較的に主観的な反省日誌、演説・読み・歌などを収めた録音カセット、自己評価、実
験や新聞づくり等の活動や作品を収めた作業実績資料（ビデオ等）、事物・事象を比較し
たり分類したりするベン図や心的地図などの図式構成図(graphic organizer)といった資料
・情報群が活用されている。さらに、「テスト」情報群では、従来の○×式のテストとは
別に、「簡単な評価課題」について記述したり概念図づくりをするなどのオープン式課題
テスト、「より大がかりな場面課題」としての中期的な作業課題とレポートづくり、もっ
と「長期にわたる評価課題」としてのプロジェクトとレポートづくり等が工夫されている
のである。
なお、わが国においても同様に考えていきたいこととして、これらの多様な評価資料・
情報は教師ポートフォリオや子どもポートフォリオの中に目的的・計画的に集積されてい
くことになるわけであるが、そのためにも、これらの資料には児童生徒の名前、日付と時
間と場所、さらには教師からのコメント等が忘れられずに記入されていくように留意した
いものである。
②評価資料・情報からの数値化の工夫
ところで、評価基準は子どもの学習実現状況を子どもの学習実態に即して判断する量的
な指標であるから、評価基準を設定する際には、同時に、子どもに関するいかなる評価資
料・情報から学習実現状況を判断するかを予め特定しておくことが不可欠である。
ところで、前項の「（２）評価基準の設定」において言及したように、私たちは、評価
基準Ａ、Ｂ、Ｃにそれぞれ３点、２点、１点を付与し、得点化の必要を示した。
各教科の評価においては異論のないところであろうが、しかし、総合的な学習の時間の評
価結果の処理に関連して、前出の教課審答申は、「児童生徒のよい点、学習に対する意欲
や態度、進歩の状況などを踏まえて評価することが適当であり、数値的な評価をすること
は適当ではない。」( p.26)とし、さらに、この時間の評価に際しては「児童生徒の学習状
況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記載するなど、児童生徒にどのような力が身
に付いたかを文章で記述する『評価』の欄を設けることが適当である。」(p.26)と述べて
いる。
ここにいう「数値的な評価」とは、おそらく従来のテストによる得点化のような処理は
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総合的な学習の時間には馴染まないといっているのであろう。しかし、考えてみれば、数
値化は何もテスト得点による数値化ばかりとは限らない。例えば、評価基準としてのＡ、
Ｂ、Ｃのそれぞれを３、２、１と数値化したり、あるいは、こんな行動がみられたを１点、
みられなかったを０点とするなど、いろいろと数値化の工夫が可能である。子どもの制作
物（写真や絵、造形物等）だって数値化は可能であろう。
そして、このような数値化の要領を定めておけば、子どもの学習実現状況を個人内評価
するにせよ、絶対評価するにせよ、それらの作業は容易になるものと思われる。
また、たとえ評価結果を文章記述するにしても、数値化を経ておけば、その作業は容易
であろう。逆に、数値化を経ない文章記述は、その作業が困難になることが予想される。
また、数値化を経ない文章評価は得てしてその時その場での主観的なものとなり、評価す
る側にも評価される側にも混乱をきたすことになることが懸念される。
このため、私たちは、本研究においては、評価規準の学習実現を事実的に判断するため
の評価資料・情報源を特定するとともに、それらからいかに得点化するかの要領が分かる
よう評価基準を設定することにした（次節の単元指導計画のフォーマット中の「学習過程
と評価計画」における＜評価資料＞欄及び「評価基準」を参照）。
（４）評価規準及び評価基準の信頼性と妥当性
ところで、単元指導計画において評価規準を作成したり、評価基準を設定する際、私ど
もは、それらははたして信頼のおける妥当なものであるか、いかにすれば評価の信頼性や
妥当性を確保することができるか、という問いに絶えず遭遇することになった。しかも、
このような課題は、教科等の評価においてのみならず、総合的な学習の時間の評価に際し
ても同様であることが、「評価事例集の作成」を提言した先の教課審答申からもうかがえ
るところである。
その解決を求めて、同教課審答申は、国立教育政策研究所の教育課程研究センターにお
ける評価規準や評価方法等の研究開発、国立特殊教育総合研究所における積極的な研究、
都道府県や市町村の教育センター・教育研究所や教員養成大学・学部等の教育研究機関に
おける評価規準や評価方法等の研究開発の必要とともに、そこで開発された評価規準や評
価方法等の客観性や妥当性を各学校での実践を通して継続的に検証していくことの大切さ
を指摘している。
私たちも全く同様に考え、このため、まずは各協力校において評価規準や評価基準を試
案的に作成し、実践を行う。そして、その成果を反省したり、あるいは互いに成果を持ち
寄り、意見交換を深めながら評価規準や評価基準の在り方を深めていく。このような作業
の連続的な展開がやがて評価規準や評価基準の客観性や妥当性を高めていくことに通じる
と考えたのである。客観的で妥当な評価規準や評価基準が一朝一夕にできるとはとても考
えられない。

５

単元指導計画の作成

（１）単元指導計画のフォーマット
私たちは、評価計画も視野に入れながら単元指導計画を作成する際、次図のようなフォ
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ーマットに沿うことにした。
＜単元指導計画のフォーマット＞
第○学年

○○学習指導計画
担当者 ○○ ○○
１．単元「○○○○」（全指導時数）
２．単元設定の理由
（１）子どもの実態（地域や学校の実態も含め）
（２）教師の願い（指導の概略、指導内容、目指す生活像）
３．単元の目標
４．単元の評価規準
○関心・意欲・態度
①
②
○思考・判断
①
②
○技能・表現
①
②
○知識・理解
①
②
５．学習過程と評価計画

時間

学習活動
１

〜〜
①〜〜

支
援
(方法・内容)

関心意

・〜〜〜〜〜

①

欲態度

評 価 規 準
思考 技能 知識
判断 表現 理解

①

評価資料

観察
学習カー
ド１

６．評価資料
７．ルーブリック
すなわち、まずは「第○学年

○○学習指導計画」とあるように、その単元がどの学年

のどの教科等の学習指導計画であるかを明記し、次に、「担当者」名を記す。
次は、「１．単元」名とその「全指導時数」を記すことになる。
「２．単元設定の理由」には、（
「 １）子どもの実態」及び「（２）教師の願い」を記述
する。
続いて、「３．単元の目標」を記述し、それを基に、子どもの達成目標を評価の４観点
別に「４．単元の評価規準」として具体化する。すなわち、
「４．単元の評価規準」には、
子どもがどんな「○関心・意欲・態度」を育てて欲しいか、どのような「」○思考・判断」
を行い、その結果としてどのような「○技能・表現」及び「○知識・理解」を身に付けて
欲しいかを記述することになる。
次の「５．学習過程と評価計画」においては、指導「時間 」、「学習活動 」、「支援（方
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法及び内容 ）」、「評価規準 」、「評価資料」の各欄別に計画を記述していく。なお 、「評価
規準」欄は、評価規準の学習過程レベルにおける具体的な学習実現状況を評価する時期な
り場所を特定することを考慮するところから、「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能
・表現」「知識・理解」という評価の４観点別の欄を設けておくとよい。
「６．評価資料」には、上記「５．学習過程と評価計画」中の「評価資料」に示された
評価のための資料そのものを掲載するとよい。
さらに、「７．ルーブリック」として、評価基準を設定し、その特質が一覧できるよう
にしておくとよい。
（２）単元指導計画の作成と評価計画立案のポイント
次に、単元指導計画のフォーマットに沿って各項目欄を記述していく際の要領なりポイ
ントについて検討する。
その際、やがて明らかになるように、単元指導計画の作成は上記のフォーマットに示さ
れる各項目欄を最初から順を追って作成していくのではないということに留意したい。以
下、実際に取り組むことになる作成の手順に沿いながら、各項目欄の記述要領を示すこと
にする。
①単元指導計画の対象学年、教科等の別、担当者の決定
まず、最初は、その単元指導計画がどの学年のどの教科のものであるか、あるいは総合
的な学習の時間のものであるかを明記し、合わせて「担当者」名を記す必要がある。
なお、小学校、中学校別が分かるように留意することももちろん必要である。
②単元名及び学習活動の決定
次は、指導対象となるその学年の子どもの実態や地域・学校の特性等を念頭に置きなが
ら、どのような問題解決の活動（＝単元）をどのくらいの時間をかけて展開するかの概略
を検討し、同時にその際の支援のポイントを検討する。そして、この展開構想の成案は、
やがて「１．単元名」（全指導時数）、及び「５．学習過程と評価計画」中の「学習活動」
及び「支援（方法・内容）」欄に具体化されることになる。
なお、単元名の記述に関連してであるが、生活科や総合的な学習の時間の場合には、た
とえば「職場体験をしよう」のように、その単元名を見て、そこでどのような子どもの問
題解決の活動が展開されるかが分かるような表記を心がけたいものである。元来、経験単
元(unit)とはそのような学習活動のひとまとまりを指しているからである。
他方、教科の場合は、単元名が

主題

なる名称の下でも表記されるように、やや内容

中心に表現されるケースが多くなる。たとえば数学の「２乗に比例する関数」のように。
これをもし「２乗に比例する関数に挑戦しよう 」（あるいは 、「２乗に比例する関数を
さがそう」）と問題解決的に表記すればどうであろうか。そうすれば、２乗に比例する関
数の指導をいかに展開するか。たとえば、既習の１次関数との比較から入っていくか、あ
るいは日常の事象から関数を見つけるところからスタートするかといった違いが視野に入
ってくることであろう。
そして、このような問題解決活動の展開構想の成案は、やがて「１．単元名」（全指導
時数）、及び「５．学習過程と評価計画」中の「学習活動」欄に具体化されることになる
わけである。
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③単元設定に関わる「教師の願い」の決定
単元やそこでの「学習活動」の概略が描かれると、次には、そのような問題解決の活動
を通して指導されることになる内容と望ましい子どもの生活像を検討し、その成案を「単
元設定の理由」の「（２）教師の願い」欄に記述する。
その際、教科であれば、学習指導要領に示される目標及び内容を検討するとよい。

総

合的な学習の時間であれば、学習指導要領には内容が例示されているのみであるので、何
よりもまず、各学校なりに「内容系列表」（いわば学校なりの学習指導要領）を作成する
必要がある（報告書『総合的な学習の授業及び評価に関する開発的研究（第二次報告書）』
第Ⅱ章第２節参照、平成１６年３月）。その上で、単元を通して指導する内容をこの「内
容系列表」から抽出することになる。そして、その検討結果を踏まえ、その単元を通して
指導する内容及び望ましい子ども像を、その単元の指導展開の概要とともに単元設定の理
由の「（２）教師の願い」欄に記述するとよい。
なお、その際、教科では主に学習して欲しい知識や技能及びその定着や応用を図るとい
う立場から記述し、一方、生活科や総合的な学習の時間においては主に自分の生活（＝生
き方）を考え実践する子どもの育成という立場から記述するとよい。
④単元設定に関わる「子どもの実態」の記述
次は、このような「（ ２）教師の願い」からみるときの子どもの様子を「（ １）子ども
の実態」欄に記すことになる。
教科の場合には、指導しようとする単元に関連する既習内容の状況及びそこにみられる
指導単元に向けた子どもの関心の高まりが実態として記述されることになろう。
一方、生活科や総合的な学習の場合には、指導しようとする内容（＝目指す生活者像）
からみた場合の子どもの生活実態や問題点などを記述することが考えられよう。
その単元を指導すれば、子どもの生活のどこがより一層育つことになるか、生活のどんな
面が改められることになるかといった点から子どもの実態を記述したいものである。
このように、その単元のねらい（＝教師の願い）からみるときの子どもの実態を記述す
ることになるが、中には、子どもの実態だからといって、たとえば
進んで取り組む積極性に乏しい

素直だが、自分から

といったような、どの単元であっても通用するような実

態が書かれているケースがみられる。その単元ならではの実態が記述されていないケース
である。このようでは、子どもの成長・発達の様子なり指導の効果をみる基点がなくなる
ことになる。そうならないためにも、その単元ならではの子どもの実態を記述するように
したいものである。
そして、ここまでの作業が終了すれば、フォーマットでいう「１．単元」と＜指導時間
数＞ 、「２．単元設定の理由 」「５．学習過程と評価計画」中の＜学習活動＞と＜時間＞
及び＜支援（方法・内容）＞を確定することができよう。
⑤単元の目標の決定
次は、「２．単元設定の理由」及び「５．学習過程と評価計画」中の＜学習活動＞及び
＜支援（方法・内容）＞に基づきながら、「３．単元の目標」を確定することになる。
その際、従来は、いわゆる評価の４観点別に目標を記述するケースが多かったように思
われる（例えば

単元の観点別評価目標

などとして）。しかし、今後は、それを「４．

単元の評価規準」として記述するところから、私たちは、単元の目標を「・・・の活動を
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通して 、・・・に気付き・を考え・を理解し・表現し 、・・・できるようになる」といっ
たように、その単元全体の活動特性と指導内容のポイント及び望ましい子ども像の全体を
一文にて示すことにした。
既述の数学でいえば、単元の目標は「具体的な事象の中から２つの数量を取り出し、そ
れらの変化や対応を調べることを通して、関数 y = ax の関係やグラフの特徴と関数のと
2

る値の変化の割合について理解するとともに、数量関係を見いだし表現し考察する能力を
伸ばす。」と一文化されることになろう。
他方、総合的な学習の単元「職場体験をしよう」では、単元の目標が「職業調べや職場
体験を通して、働いている人の苦労や工夫、働くことのすばらしさや意義を理解するとと
もに、自分の長所・短所や進路について考えて、今後の生活に生かすことができる。」と
一文化されることになろう。
⑥単元の評価規準の決定
次は、この単元の目標を基に、そこでの達成目標を評価の４観点別に評価規準化するこ
とが必要になる。
すなわち、単元を通して子どもがどんな「関心・意欲・態度」を身に付けて欲しいか、
いかなる「思考・判断」力を働かせ、育てて欲しいか、そしてその結果としてどのような
「技能・表現」を、また「知識・理解」を身に付けて欲しいかといった、評価の４観点別
に評価規準を作成することが必要になる（第Ⅱ章第３節第１項参照）。
⑦学習過程における単元の評価規準の具体化と評価資料の決定
次には、これらの単元の評価規準の実現状況を学習過程のいつ、どこで、またその際に
はいかなる評価資料・情報を基に評価するかを構想し、その成案を、それぞれ「５．学習
過程と評価計画」の中の＜評価規準＞欄及び＜評価資料＞欄に記述するとよい（第Ⅱ章第
３節第１項参照）。
⑧評価資料の掲載
次に、評価規準の実現状況を評価するため特定された多種多様な評価資料そのものを単
元指導計画に添付することが考えられる。
しかし、私たちは、前回の第一次報告書の作成の場合と同様、今回も掲載しないことに
した。一部は授業と評価の実践記録に関連して、子どもが実際に記入した学習カードなり
作品等として報告されることになるし、また、実践報告されないものを掲載すると報告書
の量（紙数）が多くなるからである。もっとも掲載しないにしても、それぞれの担当者の
方でストックしておくことは前回と同様である。
⑨評価基準の設定
さらには、学習過程上にプロットされた各評価規準の学習実現状況を事実として判断す
るための量的な指標である「評価基準」を設定する必要がある。
その際、私たちは、本研究においては、既述のように、子どもの学習資料・情報を基に
評価規準の学習実現状況を量的に判断するための指標としてＡ、Ｂ、Ｃの３段階より成る
評価基準を設定し、Ａには３点、Ｂには２点、Ｃには１点を付与することにした（第Ⅱ章
第３節第２項参照）。そして、このようにして設定された評価基準をルーブリックに収め
ておくと好都合である。
⑩評価の３つの機能への対応計画の決定
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さらに、単元全体を通して指導と評価の一体化や子どもの自己学習力の向上に向けた評
価にいかに迫るか、また、保護者等外部への説明責任に向けた評価の工夫に関する計画を
予め構想し、記述しておくとよい。その際、前項の単元指導計画のフォーマット中に「８．
３つの評価への対応」として記述してもよいし、あるいは欄外に＜評価活動の留意点＞を
設け、３つの評価の機能への対応計画を記述してもよい。

６

授業と評価の展開

（１）指導と評価の一体化に向けた評価の工夫
①問題解決評価モデルの創造
私たちは、既に検討したように、３つの評価の機能を統一的に実現するために問題解決
評価観にたち、その具体化に向けてステイク氏の「顔」モデルに着目した（第Ⅱ章第１節
第２項参照）。この「顔」モデルを基に、指導と評価の一体化に向けた評価に取り組む際
の具体的なイメージを次図のように描くことにした（研究調査報告第 321 集『総合的な学
習の時間の研究（２年次のⅡ）総合的な学習の時間における評価の研究−子供が生きるポ
ートフォリオ評価の理論と実践を通して−』2001.3,p.38 参照）。
＜問題解決評価モデル＞
学習活動

○問題的場面

○問題の形成

○ 解 決 策 の 形
成
○ 解 決 策 の 遂
行

○ 問 題 解 決 の
まとめ
○ 問 題 解 決 の
発表

○ 問 題 解 決 の
終了

教師の支援

評

価

・
・
・
・

意欲・態度
判断
表現
理解

○プラ
●活動
○プラ
よる

ン
と
ン
指

による指導
成果の読み取り
の継続／改善に
導

関心
思考
技能
知識

●活動
○プラ
よる
●活動
○プラ
よる
●活動
○プラ
よる

と
ン
指
と
ン
指
と
ン
指

成果の
の継続
導
成果の
の継続
導
成果の
の継続
導

読み取り
／改善に

関心・意欲・態度
思考・判断

読み取り
／改善に

関心
思考
技能
知識

・
・
・
・

意欲・態度
判断
表現
理解

●活動
○プラ
よる
●活動
○プラ
よる

と
ン
指
と
ン
指

成果の
の継続
導
成果の
の継続
導

関心
思考
技能
知識

・
・
・
・

意欲・態度
判断
表現
理解

関心
思考
技能
知識

・
・
・
・

意欲・態度
判断
表現
理解

読み取り
／改善に

読み取り
／改善に
読み取り
／改善に

●アンケート等の読み取
り
○次時の指導

すなわち、指導と評価の一体化に向けた評価活動は、①授業の最初から最後まで絶えず
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営まれる活動であり、②その評価活動は、教師が予め作成した単元指導計画に基づいて実
際の学習指導を行う（図中の「○プランによる指導」）→そのもとで、児童生徒が学習活
動を展開する→観点別の評価規準の実現状況を学習の過程及び成果に関する学習資料・情
報を基に評価する（図中の「●活動と成果の読み取り」）→そして、その評価結果を基に、
自己の作成した指導計画を予定通り継続するか、あるいは改善を加えるかを判断し、その
後の指導に臨む（図中の「○プランの継続／改善による指導」）→・・・、といった一連
の活動の連続的なサイクルとして実践されることが理解されよう。
なお、ついでながらいえば、私どもが前章第１節におけるような単元指導計画のフォー
ムを考え、しかも、単元の評価規準の実現状況を評価するために、「５

学習過程と評価

計画」中の＜評価規準＞欄の４観点別の評価規準ごとに、それぞれの評価規準を評価する
時期や学習場面に対応させながら○付き数字で位置付け、しかも複数回以上にわたって評
価していこうと考えたのは、実は、ここに記されたような指導と評価の一体化作業を想定
したからのことである。
②評価による指導の改善の実践
私たちは上記のイメージを基に、各単元において、実際の指導と評価の一体化作業に取
り組んだのであるが、その特質をまとめるに当たっては、第Ⅱ章第４節第１項−③でいう
＜学習過程レベルにおける評価規準＞の各場面ごとに、その評価場面に至るまでの＜①指
導・学習の過程と②評価結果＞及びその評価結果に基づく＜③指導の改善と実施＞を基本
的な単位としてまとめることにした。
従来からも、授業の実際的な特質は、たとえば＜実践の経過＞などと称して、教師の指
導と児童生徒の学習活動の相互作用の特質が、言葉のやりとりなり児童生徒の活動を中心
に、時にはその特質を収めた写真なり学習カード等を交えながら記述されてきた。しかし、
その際、それぞれの場面ごとの学習指導がはたして目指す教育的効果をあげているか、意
図した児童生徒の学習実現状況がみられるかを評価し、その評価結果を基に予め作成した
指導計画の是非を判断し、ある時は計画を継続し、ある時にはその計画を修正しながら次
後の指導に臨むといった指導と評価の一体化の跡を記述することは少なかったように思わ
れる。たとえあったにせよ、それらは断片的であり、印象に基づく主観的なものであった
ように思われる。
ところが、本研究においては、指導と評価の一体化作業の跡を記録として計画的に残す
ために、単元指導計画に基づく教師の支援と児童生徒の学習活動の実際の様子を、＜学習
過程レベルにおける評価規準＞の各場面ごとに、「①指導・学習の過程」として記述し→
次いで、そこにおいて意図された観点別の評価規準の達成状況が児童生徒の学習資料・情
報を基に「②評価結果」として検討し→さらに、その評価結果に基づいて次後の指導をい
かに工夫し展開したかの特質を「③指導の改善と実施」として記述するという体裁を工夫
したのである。
（２）児童生徒の自己学習力の向上に向けた評価の工夫
①自己評価モデルの創造
既述のように、児童生徒が、学校教育の初期の段階からいきなり自己学習力（＝問題解
決力）を身に付けることは困難である。そのためには、たとえばプケットらの提唱する「足
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場づくり」(acaffolding)の考え方にみられるように、最初のうちは教師が主導し、徐々に
その関与の度合いを減らし、やがて児童生徒が一人で科学的な問題解決及び評価を営むよ
うに配慮することが大切である（第Ⅱ章第１節第２項参照）。
このような点に留意し、私たちは、本研究において、児童生徒の自己学習力の向上に向
けた評価に取り組む際、大きく次のような二つのレベルを考えた。
一つは、教師の主導のもとで児童生徒が学習活動及び評価活動を展開するというレベル
であり、今ひとつは、教師の支援のもとで、児童生徒が自己の目標なり評価規準を定め（教
師のそれの内面化）→その実現に向けた学習活動を展開し→その過程及び成果を振り返る
（自己評価する）といったレベルである。なお、この第二レベルにおいては、このような
自己学習を単元展開の中で部分的に展開する場合と全面的に展開する場合とが考えられる
であろうことはいうまでもない（安藤輝次『ポートフォリオで総合的な学習を創る』図書
文化、2001、第４、５章参照）。
＜第一レベルへ＞の対応として、私たちは具体的に次のような工夫を行うことにした。
①一つは、教師による問題解決授業の工夫である。暗記中心の授業を改め、児童生徒が
自ら問題的場面から問題を設定し、計画を立て、追究し、ついには解決に至り、まとめ・
発表を行うといった授業及びその中での児童生徒に自己評価を求めるような発問等に取り
組むことにした。
②授業中に実施する具体的な評価活動において、教師は、例えば以下のような工夫を試
みる。すなわち、
ア．児童生徒の自己評価を求める場合（たとえば、学習は楽しかったか、最後までがん
ばったかに関して、はい−ふつう−いいえの回答を求める場合）、例えば「はい」−「ふ
つう」−「いいえ」それぞれに関する評価基準を予め説明してから児童生徒の自己評価を
求めるといった工夫を行う。
イ．児童生徒の学習カードなり制作物にコメントしたり、アンダーラインを引いたりす
るような場合、教師の意図（たとえば評価規準や評価基準等）が児童生徒に伝わるような
工夫（たとえば、コメントした際の評価規準を示す、学習カード等に点数を付ける等）を
行う。
ウ．学習カード等への記述を求める際、授業に先立って予めその学習カード等を提示し
たり、その評価基準を説明したりするといった工夫を行う。
エ．児童生徒が学習活動の過程や成果に関する資料・情報を、その評価結果とともに集
積していくポートフォリオを授業中に活用し、学習のあとを振り返り次後に備えたり、あ
るいは授業終了時にまとめポートフォリオを作成する、さらには、ポートフォリオを家庭
に持ち帰り保護者に提示し、保護者からのコメントをお願いし、次後の学習に活用する等
の工夫を行う。
一方、＜第二レベル＞への対応として、例えば中間発表会を経て→最終発表に向けた活
動に取り組み→最終発表会に臨むといったような機会等を活用しながら、児童生徒が自己
の目標なり評価規準、さらには評価基準を設定し（教師のそれの内面化）→活動を展開し
→その跡を振り返る（自己評価する）といった評価活動を展開するといった工夫を考えた。
なお、そのような場合には、学習活動の前後において共通の評価資料（学習カード等）を
活用するといった工夫も考えられることを申し合わせた。
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また、第一レベル、第二レベルを問わず、いずれのケースの評価活動においても、実施
したそれぞれの評価の工夫について児童生徒から感想なり意見を求めることの必要を共通
理解することにした。
②自己学習力の向上に向けた評価の実践
以上の大きく二つにわたる評価の工夫を各協力校に依頼し、各学校・学年において、そ
れぞれ創意工夫をこらした児童生徒の自己学習力の向上に向けた評価に取り組むことにし
た。
なお、報告の仕方やそのフォームに関しては各学校・学年担当の教員の裁量に委ねるこ
とにした。このため、実践の特質に関しては各学校・学年からの実践編をご覧いただきた
い。
（３）外部への説明責任に向けた評価の工夫
既に第１章第２節において検討したように、保護者等外部への説明責任に向けた評価の
ためにはいろいろな機会や場面における工夫が考えられる。本研究においては、中でも、
指導要録やそのフォームを参考にして作成される各地・学校での通信簿の作成を念頭に入
れながら、各単元における絶対評価及び個人内評価の工夫を行うことにした。以下、その
際の留意点や特質について紹介することにしたい。
①単元ごとの総括的評価に向けて
ア．まず、私たちは、各学期ごとに作成される通信簿や年に１回作成される指導要録へ
の評価結果の記載のためには、何よりも各単元ごとの評価結果を残しておくことが不可欠
であると考えた。たとえ年間１単元による指導ではあっても、途中の評価結果を適宜保存
しておくことが好都合であろう。
イ．次に、実際の単元指導の過程において、評価の４観点に基づく各「単元の評価規準」
の実現状況を学習過程の展開に沿って行うことにしたが、この場合、いったいいつ、どの
場面における評価結果をその単元における総括的な評価結果（いわば最終的な評価結果）
として保存するかが問われることになる。その場合、私たちは、単元に応じて柔軟に考え、
ある観点に関しては指導と学習の過程で複数回以上にわたって行ったすべての評価結果の
総和を出して総括的な評価結果としてもよいし、ある観点に関してはある一部の特定され
た場面における評価結果で代表させてもよいことにした。
ウ．また、評価結果をたとえ文章記述するにしても評価結果の得点化を考えておけば好
都合であると考えたところから（第Ⅱ章第４節第３項参照）、評価規準の実現状況を判断
するための評価基準を３段階に区分して表記し、それぞれ「Ａ：十分に満足できると判断
されるもの」を３点（８０％以上相当の達成 ）、「Ｂ：おおむね満足できると判断される
もの」を２点（６０％〜７９％相当の達成 ）、「Ｃ：努力を要すると判断されるもの」を
１点（５９％以下相当の達成）として考えていくことにした。
エ．さらに、次図のような学習活動の展開に沿って評価される各４観点別の評価結果を、
個人ごとに記録していくための「個人評価結果表」を作成することにした。
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＜個人評価結果表＞
学 習 活 動
氏 名

評価規準

学習活動１
関①

思①

学習活動２−①

関①

技①

学習活２−②
関②

思②

学習活動③
知①

思③

知②

すなわち、縦列に児童生徒の氏名欄をとり、横欄には学習活動の展開に対応しながら評
価される具体的な評価規準を記しておく。そして、縦列と横列の交差するセルに、児童生
徒ごとの評価基準に基づく評価結果（３、２、１）を記入していく。
このような「個人評価結果表」を作成しておけば、本章第１節第２項で検討した＜①指
導・学習の過程と②評価結果＞における評価結果を、クラス全体であれ児童生徒別であれ、
即時に算出し、事後の指導・学習に生かしていくことが容易になる。また、単元終了時に
おけるクラス全体、あるいは児童生徒別の評価の４観点別の総括的な評価結果も容易に算
出することができることになる。
オ．なお、単元の総括的な評価に関連して、中には、必ずしも評価の４観点それぞれを
等価値的には扱わず、単元に応じて４観点相互の重みを変えて評価していこうとする考え
方がみられる。しかし、私たちは評価の４観点はどの単元においても等価値的に扱ってい
こうと考えている。というのも、評価の４観点はいずれも自己教育力＝児童生徒の学ぶ力
の育成を構成する資質や能力であり、どれ一つを欠いても児童生徒の学びは成立しないと
考えるからである（第Ⅱ章第２節第１項参照）。
②単元における個人内評価に向けて
既に第Ⅱ章第３節第１項において検討されたように、私たちは、個人内評価においても
評価の４観点を基に行うことにした。すなわち、評価の４観点相互の発達的特質をみれば
（観点間経時的評価）、その児童生徒の発達の強みなりよさや課題がみえてくるし、また、
評価の４つの観点それぞれごとの発達的特質をみれば（観点内経時的評価）、それぞれの
観点におけるその児童生徒の伸びや進歩の状況がみえてくると考えたのである。
そして、実際の評価作業においては、前出の「個人評価結果表」を活用しながら観点間
及び観点内の両側面から個人内評価を行うことにした。
ア．まず、、観点間経時的評価についていえば、例えば単元の総括的な評価結果をみれ
ば、その児童生徒が評価の４観点別にそれぞれいかなる評価結果を得たかが分かる。４観
点ともに十分に満足できるように育ったか、あるいは、ある観点の育ちが他の観点に比べ
て育ちが遅滞しているかが分かる。そして、このような４観点相互の発達的特質を指導・
学習の流れに即してみると、その推移の特質がどのようであったかが明らかになる。
このような評価の４観点相互の縦断的特質を、指導・学習の流れに即して評価し、その
評価結果を指導の改善に生かしたり、児童生徒に返しながら自己学習の促進に役立てよう
と考えたのである。
イ．一方の観点内経時的評価に関していえば、評価の４観点別に、それぞれの観点にお
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ける育ちを指導・学習の最初から最後まで時系列的に追えば児童生徒ごとの伸びや進歩等
の発達的特質が明らかになる。
そして、これらの評価結果を、適宜、指導の改善に生かしたり、児童生徒に返しながら
児童生徒の自己学習の推進に役立てることが計画されたのである。

Ⅲ

研究の方法、対象

１

研究協力校の選定

今回３年次におけるポートフォリオ評価を活用した指導と評価の改善に関する開発的研
究においては、昨年度及び一昨年度とは別に、新たな小・中学校に研究協力校を依頼する
ことにした。昨年度取り上げることができなかった各教科等を中心に研究を依頼するとい
う方針を基にしたからである。なお、今年度も生活をとりあげているが、それは、同時に
進めている「総合的な学習の授業と評価に関する開発的研究」において、今年度新たに依
頼することになった小学校から生活に関する実践的研究成果が寄せられたからである。
このようにして本年度の研究協力を引き受けていただいた学校（校長）を記せば、以下
の通りである。
＜小学校＞
○愛知県幡豆郡一色町立西部小学校（校長
○三重県四日市市立内部小学校（校長
○東京都台東区立大正小学校（校長

石川始史）

米山邦昭）
肥後茂樹）

○埼玉県草加市立花栗南小学校（校長

柴

多美世）

○群馬県桐生市立川内北小学校（校長

朝倉一敏）

○新潟県柏崎市立鯨波小学校（校長

日下部文典）

○新潟県柏崎市立中通小学校（校長

鷲頭和彦）

＜中学校＞
○三重県四日市市立西朝明中学校（校長

松井利治）

○三重県四日市市立笹川中学校（校長

河北逸男）

○三重県四日市市立朝日中学校（校長

白井啓二）

○三重県四日市市立西陵中学校（校長

上田茂博）

○群馬県桐生市立昭和中学校（校長

滝澤輝雄）

○新潟県柏崎市立松浜中学校（校長

佐藤賢治）

２

研究協力校への依頼内容

本研究への協力を引き受けていただいた上記の各小・中学校に対し、次のような研究協
力を依頼した。
一つは、授業と評価の実施は二学期とすることにし、それに向けた実施単元を決め、合
わせてその単元指導計画を作成していただくことであった。そして、私たちも作成期間中
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に各学校に出かけ、必要な助言等を行うことにした。
二つ目は、作成した単元指導計画をもとに、二学期に、授業と評価に取り組んでいただ
くことであった。そして、その実施期間中に各学校を訪問し、必要な助言等を行うことに
した。
三つ目は、授業と評価の実践終了後、その授業と評価に関する成果をまとめていただく
ことにした。そして、その実践成果を今次の報告書に収めることにした。このため、私た
ちの方から「報告書原稿の執筆」要領を各実践者宛に送付し、執筆協力を求めることにし
た。
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